
地域資源を活かした 
農村の振興・活性化

第3章



第1節 農村の現状と地方創生の動き

農村の更なる人口減少、高齢化が進む一方で、都市部の若い世代を中心に「田園回帰」
の動きが見られるようになっています。このような流れを活かし、関係府省とも連携し、
第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」についての施策を進め、農村の活性化を進め
ることが重要です。

（１）農村、集落の現状と将来予測

（農村の人口推移と将来予測）
我が国を農業地域類型区分 1別に見ると、面積の分布は、平地農業地域 2が537万ha、
中間農業地域 3が1,202万ha、山間農業地域 4が1,539万haで、これらを合わせた面積は
全体の９割を占めており、都市的地域 5は１割となっています（図表3-1-1）。また、人口
の分布は、平地農業地域が1,147万人、中間農業地域が1,069万人、山間農業地域が351
万人となっている一方、都市的地域は１億143万人となっており、８割が都市的地域に
集中しています。

	 図表3-1-1	 農業地域類型区分とその面積・人口・農業集落数（平成27（2015）年）

（面積・人口・農業集落数）
農業地域類型区分 面積（万ha） 人口（万人） 農業集落数
都 市 的 地 域 441 （11.7%） 10,143 （79.8%） 29,782 （21.5%）
平地農業地域 537 （14.2%） 1,147 （9.0%） 34,715 （25.1%）
中間農業地域 1,202 （31.8%） 1,069 （8.4%） 47,137 （34.1%）
山間農業地域 1,539 （40.7%） 351 （2.8%） 26,622 （19.3%）
全　　　　 国 3,780 （100.0%） 12,709 （100.0%） 138,256 （100.0%）

資料：総務省「平成27年国勢調査」、農林水産省「2015年農林業センサス」、国土地理院「平成27年全国都道府県市区町村別面積調」を基に
農林水産省作成

注：１）農業地域類型区分は、平成29（2017）年12月改訂のもの
２）農業地域類型区分別の面積は、農林業センサスの旧市区町村総土地面積を用いて算出しており、北方四島等や境界未定の面積を含ま

ない。このため、その合計は全国の値に満たない。

農林水産政策研究所の分析 6によると、人口減少は、農業地域類型区分間で大きな差が
見られます。人口減少率が最も大きい山間農業地域では、昭和45（1970）年から一貫し
て減少が続いており、令和27（2045）年には、平成27（2015）年の人口の46％まで低
下することが予測されています（図表3-1-2）。

1 ～ 5	 用語の解説２（６）を参照
6	 農林水産政策研究所「農村地域人口と農業集落の将来予測－西暦 2045 年における農村構造－」
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今後、令和27（2045）年までに、都市的地域や平地農業地域を含む全ての類型区分で
人口が減少し、我が国全体として大幅な人口減少が見込まれています。

	 図表3-1-2	 農業地域類型区分別の人口推移と将来予測（平成27（2015）年を100とする指数）
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資料：農林水産政策研究所「農村地域人口と農業集落の将来予測－西暦2045 年における農村構造－」
注：１）国勢調査の組替集計による。なお、令和２（2020）年以降はコーホート分析による推計値である。

２）農業地域類型区分は平成12（2000）年時点の市町村を基準とし、平成19（2007）年４月改定のコードを用いて集計した。

また、農村では高齢化も進行しています。山間農業地域では、65歳以上の人口が総人
口に占める割合である高齢化率が平成27（2015）年は38.5％となっており、令和27
（2045）年には53.7％に上昇すると予測されています。比較的高齢化率が低い平地農業
地域でも、令和27（2045）年には高齢化率が40％を超えることが見込まれています（図
表3-1-3）。

	 図表3-1-3	 農業地域類型区分別の65歳以上の人口比率の推計

資料：農林水産政策研究所「農村地域人口と農業集落の将来予測－西暦2045 年における農村構造－」
注：１）国勢調査の組替集計による。なお、令和２（2020）年以降はコーホート分析による推計値による。

２）農業地域類型区分は平成12（2000）年時点の市町村を基準とし、平成19（2007）年４月のコードを用いて集計した。
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（農業集落の平均農家数が減少、存続危惧集落も増加する見込み）
我が国の農業集落 1は、農作業等を世帯間で助け合う生産補完機能、農道・水路・共有

林等の保全といった地域資源の維持管理機能等、多様な機能を発揮しています。
しかしながら、平成22（2010）年から平成27（2015）年までの農業集落の平均総戸
数の変化を農業地域類型区分別にみると、都市的地域では増加しているものの、平地農業
地域と中間農業地域では微増、山間農業地域では減少しています。また、平均農家数は全
ての類型区分で減少しています（図表3-1-4）。

	 図表3-1-4	 農業集落の平均総戸数と平均農家数

資料：農林水産省「農林業センサス」
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農林水産政策研究所の分析 2によると、農業集落のうち、集落の存続が危惧される存続
危惧集落 3は、平成27（2015）年の２千集落から令和27（2045）年には１万集落へと４
倍以上に増加すると予測されており、これら集落の９割が中山間地域 4に所在する集落で
あるとされています（図表3-1-5）。

	 図表3-1-5	 存続危惧集落数の推計

資料：農林水産省「地域の農業を見て・知って・活かすDB」（平成27（2015）年）
注：集落ごとに行ったコーホート分析によって推計した年齢別の集落人口に基づく。
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1	 用語の解説３（１）を参照
2	 農林水産政策研究所「農村地域人口と農業集落の将来予測－西暦 2045 年における農村構造－」
3	 集落人口が９人以下でかつ高齢化率が 50％以上の集落
4	 中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域
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（２）田園回帰、移住・定住の動き

（農村の維持・活性化に向けて多様な人材を迎える必要）
一方、自己実現の場や新しいビジネスモデルやイノベーションが生まれる課題先進地域
として、農村に注目する若者が増えており、都市部から農山漁村へ移住しようとする流れ
が広がっています 1。
総務省の調査によると、「移住する予定がある」、「いずれ（ゆくゆく）は移住したい」、

「条件が合えば移住してみてもよい」と回答した、農山漁村地域への移住に関心を示して
いる割合は30.6％となっています。男女別では男性、年齢別に見ると若い世代の方が、
移住に前向きな回答が多いことが特徴です（図表3-1-6）。
人口減少、高齢化が先行する農村を維持・活性化するためには、こうした「田園回帰」
の意識が高まっている若い世代を中心とした多様な人材を農村に迎え、地域の人々と共
に、地域資源を活用した雇用の創出と所得の向上に、創意工夫を発揮してチャレンジして
いく必要があります。

	 図表3-1-6	 都市住民の農村への移住の意向

資料：総務省「「田園回帰」に関する調査研究報告書」を基に農林水産省作成 
注：１）平成30（2018）年３月公表

２）東京都特別区及び政令市に居住する20 歳から64 歳までの3,116 人を対象としたインターネットによるアンケート調査
３）回答者数は3,116人
４）本アンケートでは、「都市部から離れており、周辺に農地や森林、海岸等の自然豊かな環境が広がる地域」を農山漁村地域とした。
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1	 例えば、内閣府の平成 17（2005）年と平成 26（2014）年の世論調査を比較すると、都市住民の農山漁村への定住願望は
11％増加
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（地方暮らしやUIJターンの若者の相談件数が増加）
特定非営利活動法人ふるさと回帰支援センター（以下「ふるさと回帰支援センター」と
いう。）では地方暮らしやUIJターンを希望する方のための移住相談を行っていますが、
ふるさと回帰支援センターへの相談件数は、平成21（2009）年から令和元（2019）年
までの10年間で10倍以上に増加しています（図表3-1-7）。
また、相談者の年代別内訳を見てみると、近年は20から30代までの若者からの問い合
わせの割合が約半数で推移しており、若者の地方移住志向が高まってきています（図表
3-1-8）。

	 図表3-1-7	 ふるさと回帰支援センターへの来訪者・問い合わせ数（東京）
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	 図表3-1-8	 年代別のふるさと回帰支援センター利用者割合（東京）
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（地域おこし協力隊により地域の活性化や地域資源の再生が進行）
地域おこし協力隊とは、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票とともに生活
の拠点を移した者を、地方公共団体が「地域おこし協力隊員」として委嘱し、隊員は一定
期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売PR等の地域おこしの支援
や、農林水産業への従事、住民の生活支援等の「地域協力活動」を行いながら、その地域
への定住・定着を図る取組です。平成21（2009）年度から活動しており、平成30
（2018）年度には、隊員5,530人、1,061団体が取り組みました。
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かつては8,300枚の壮観な棚田を誇っていた岡山県美
みま
作
さか

市
し
上
うえ
山
やま
地区は、少子高齢化により、棚田の90％以上が荒

れていましたが、一人の移住者が都市部に住む知人に声を
掛け、NPO法人英

あい
田
だ
上
うえ
山
やま
棚
たな
田
だ
団
だん
を結成し、棚田の再生活

動が始まりました。その後、地域おこし協力隊を導入し、
地域住民も含めた一般社団法人上

うえ
山
やま
集
しゅう
楽
らく
が設立され、同

法人によってこれまで復元された棚田の面積は20haと
なっています。
上山集楽は、収益性があって、社会的なインパクトを与
えられるビジネスモデルの構築を目指しており、平成27
（2015）年に、一般財団法人トヨタ・モビリティ基

き
金
きん
の助

成により、社会実験として、超小型モビリティ（電気自動
車）を導入しました。平成28（2016）年度からは、にん
にくや薬草、椎茸等の栽培、日本酒やビールの試験醸造、
革製品や木工製品の製造、古民家カフェのリニューアル等、
多岐にわたって取組を拡大し、平成29（2017）年度からは、
これらのコンテンツを活かした農泊にも取り組んでいます。
平成30（2018）年度の農山漁村体験者数は前年度の2.9
倍に増加し、平成30（2018）年時点で人口155人のうち
約40人が移住者となっています。今後も棚田再生エリア
の拡大や上山集楽のブランド化等を進めていく予定です。

地域おこし協力隊の活動をきっかけに棚田が再生（岡山県）事例

広
島
県

島
根
県

鳥取県

岡山県 兵
庫
県美作市

棚田の再生活動
資料：美作市

上山棚田
資料：美作市

（３）地方創生～「まち・ひと・しごと創生総合戦略」第２期へ

（第１期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の総括）
我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけると
ともに、東京圏 1への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保
するため、平成26（2014）年11月に「まち・ひと・しごと創生法」が施行されました。
また、同年12月に中長期的な日本の人口の現状と将来の姿を示した「まち・ひと・しご
と創生長期ビジョン」（以下「ビジョン」という。）と、５か年の目標や施策の基本的方向
及び具体的施策をまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「総合戦略」とい
う。）が策定されました。第１期総合戦略では、「地方にしごとをつくり、安心して働ける
ようにする」、「地方への新しいひとの流れをつくる」、「若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる」、「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」を４つの基本目標とし、地方創生のための様々な取組が推進されてきまし
た。
これまでの地域経済の状況として、地方の若者の就業率や訪日外国人旅行者数、農林水
産物・食品の輸出額は増加傾向にあるなど、しごとの創生に関しては一定の成果が見られ

1	 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の一都三県を東京圏とする。
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ます（図表3-1-9）。特に、農業の状況を見ると、東京圏以外のその他地域の生産農業所
得 1は平成27（2015）年から平成30（2018）年までの間に、7.0％（2,089億円）増加
しています。
一方で、東京圏への転入超過数は、令和元（2019）年は14.9万人であり、依然として
東京圏への一極集中の傾向が続いていることが分かります。

	 図表3-1-9	 第１期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の成果

資料：日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数」を基に農林水産省作
成

平成24年
（2012）

25
（2013）

26
（2014）

27
（2015）

28
（2016）

29
（2017）

30
（2018）

（東京圏とその他地域の生産農業所得） （東京圏への転入超過数）

（訪日外国人旅行者数） 

836 1,036
1,341

1,974
2,404

2,869
3,1193,188

0

1,000

2,000

3,000

4,000

令和元
（2019）

万人

資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告年報」を基に農林水産省
作成

資料：農林水産省「生産農業所得統計」
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（第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定）
第１期総合戦略が令和元（2019）年度で最終年を迎えることを受け、これまでの成果
と課題を踏まえた見直しとして、令和元（2019）年12月、ビジョンの改定と第２期総合
戦略の策定が行われました。
第２期総合戦略においては、第１期総合戦略の５年間で進められてきた施策の検証を行
い、人口減少や東京圏への一極集中がもたらす危機を国と地方公共団体が共有した上で、
関係省庁の連携を強め、地方創生の目指すべき将来に向けて取り組むこととしています。
具体的には、将来にわたって活力ある地域社会の実現と、東京圏への一極集中の是正を目
指し、４つの基本目標と２つの横断的な目標の下に、施策を展開してくこととしています
（図表3-1-10）。

1	 用語の解説１を参照
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	図表3-1-10	 ４つの基本目標と２つの横断的な目標

資料：内閣官房まち・ひと・しごと創生本部「第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」」を基に農林水産省作成 

【基本目標１】
稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする

地域の特性に応じた、生産性が高く、稼ぐ地域の実現

安心して働ける環境の実現

【基本目標２】
地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる

地方への移住・定着の推進

地方とのつながりの構築

【基本目標３】
結婚・出産・子育ての希望をかなえる

結婚・出産・子育てしやすい環境の整備

【基本目標４】
ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる

活力を生み、安心な生活を実現する環境の確保

【
横
断
的
な
目
標
１
】
多
様
な
人
材
の
活
躍
を
推
進
す
る

【
横
断
的
な
目
標
２
】
新
し
い
時
代
の
流
れ
を
力
に
す
る

多
様
な
ひ
と
び
と
の
活
躍
に
よ
る
地
方
創
生
の
推
進

誰
も
が
活
躍
す
る
地
域
社
会
の
推
進

地
域
に
お
け
る
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
　
５
．
０
の
推
進

地
域
創
生
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
実
現
な
ど
の
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り

農林水産省関連としては、例えば、基本目標１の「稼ぐ地域をつくるとともに、安心し
て働けるようにする」では、「農業生産基盤の強化」、「新規就農・就業者への総合支援」、
「林業の成長産業化」、「漁業の持続的発展」及び「需要フロンティアの拡大（農林水産
物・食品の輸出拡大）」についての施策を記載しています。基本目標４の「ひとが集う、
安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる」では、「地域資源を活用した所得と
雇用の機会の確保」、「中山間地域も含め農村に人が住み続けるための条件整備」及び「農
村地域の魅力等の発揮と地域内外への情報発信等」についての施策を記載しています。ま
た、横断的な目標２の「新しい時代の流れを力にする」では、「農林水産分野での未来技
術の活用」についての施策を記載しています。

（「関係人口」の一層の増加に向けて）
農村の人口減少の下、地域の社会的・経済的活力を維持するためには、ライフスタイル
の多様化等を踏まえ、「関係人口」を増やすことが重要です。令和元（2019）年７月、国
土交通省は、「ライフスタイルの多様化等に関する懇談会」を設置し、地域づくりを担う
「関係人口」のあり方、その拡大に向けた施策の方向性を検討しています。「関係人口」と
は長期的な定住人口でも短期的な交流人口でもない、地域や地域の人々と継続的に多様な
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形で関わる者の総称であり、これからの地域づくりの担い手として注目されています。
また、地域への関心や地域との関わりを深める中で築いた地域との縁（関係）が地方移
住を決めるきっかけとなることが多いことから、第２期総合戦略の基本目標２「地方との
つながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる」では、地方移住の裾野の拡大等に
向けて、「関係人口」を地域の力として活用していく方針が示されました。
実際に、出身地や就学地、勤務地のほか、農泊で訪れた地域やボランティア活動を通じ
て縁のできた地域等、人々が想いを寄せる地域やそのきっかけは多様になっています。ま
た、特定の地域に貢献するため、資金や知恵、労力を提供する取組も積極的に行われ始め
ています。
農林水産省は、「関係人口」の増加に向けて、農山漁村と都市の交流を契機として農山
漁村地域に関心を持ってもらうため、農家民宿、古民家等の滞在施設の整備や地域資源を
活用した食事や体験・交流プログラムの開発を支援するなど農泊を推進しています。ま
た、都市住民の農業への理解を醸成するため、農業体験農園の取組の支援を行っていま
す。さらに、子供の農山漁村体験の充実のため、農山漁村での受入体制の整備に向けて、
体験プログラムの充実・強化、宿泊施設の整備を支援しています。

株式会社おてつたびは「地域のファン＝ロイヤリティの
高い関係人口」の創出を目指して、暮らすように地方部を
「旅」したいとの思いを持つ若者と、短期的・季節的な「お
手伝い」を探す地域を繋げるサービスを運営しています。
サービスを利用することで、大学生等の若年層はお手伝
いに対する報酬を得ながら旅ができるので、交通費等の負
担を感じることなく、地方を訪れることができ、さらに、
お手伝いや交流体験を通じて、通常の観光では知ることのできない地域の魅力を知ることが
できます。また、受入側にとっても、人手不足を解消できるだけでなく、利用者とのコミュ
ニケーションを通じて、将来的に地域づくりに参画し得るような地域外の人との関係性が構
築できるという利点があります。
実際に、利用者の地域への再訪率は６割となっています。この中には、祭りの時期になる
と受入地域を再訪するようになった利用者や、受入地域で地域づくりのイベントを開催し、
都市部から多くの大学生を招き入れた利用者等もおり、関係人口の創出が見られるように
なっています。
代表取締役CEOの永

なが
岡
おか
里
り
菜
な
さんは「おてつたびを通して、出身地や居住地以外にも特別

な地域を誰もが持ち、人の対流が自然と生まれる社会にしたい」と語っています。

酒蔵でのお手伝いの様子

「お手伝い」を通じて地域のファンを創出事例

257

第
3
章



（「小さな拠点」の形成に向け関係省庁が連携して取組を推進）
「小さな拠点」づくりは、中山間地域等の集落生活圏 1において、安心して生活できる環
境を維持していくために、地域住民が地方公共団体や事業者、各種団体と協力・役割分担
をしながら、各種生活支援機能を集約・確保、地域の資源を活用した仕事・収入の確保等
を行う取組です。「小さな拠点」は、令和元（2019）年５月時点で、全国で1,181か所形
成されています。
政府全体で小さな拠点・地域運営組織の形成に向けた地域支援に取り組む中で、関係省
庁が連携し、全国フォーラムの開催や優良事例の紹介、地方創生カレッジ等を活用した人
材育成等の支援を実施しています。また、農林水産省では、農山漁村振興交付金による地
域の活動計画策定への支援を通じて、小さな拠点の形成に向けて、地域の特性を活かした
農林水産物の生産や６次産業化 2による高付加価値化、農協、郵便局等地域内外の多様な
組織との連携を推進しています。

数多くの棚田を有する新潟県十
とお
日
か
町
まち
市
し
は、魚沼産コシヒ

カリの産地として知られていますが、市内全体の平均積雪
は２mを超える豪雪地でもあります。
平成13（2001）年に農業体験交流施設、農産物直売所
等からなる道の駅「瀬

せ
替
が
えの郷

さと
せんだ」が整備されました

が、小学校の廃校や地区唯一の店舗が閉店になるなど、生
活面において大きな問題が発生しました。
営農継続や地域コミュニティの維持に危機感を持った地
域住民は、平成22（2010）年、地域住民が主体となり「株
式会社あいポート仙

せん
田
だ
」を設立しました。「株式会社あい

ポート仙田」は、中山間地域等直接支払制度の協定の事務
局機能のほか、営農の継続が困難になった農家からの農作
業の受託、高齢者世帯の屋根の雪下ろし作業等を行ってい
ます。
平成24（2012）年には、市から「瀬替えの郷せんだ」の指定管理業務を受託し、農産物
直売所兼日用品販売の店舗を開設し地域の無店舗状態を解消しました。法人の設立当初の総
売上は2,000万円程度で、農業生産だけの収入でしたが、平成30（2018）年には直売所や
食堂事業等の業務拡大により5,400万円と大幅に増加しました。道の駅は交流イベントの開
催や高齢者の寄り合いの場としても活用され、生活支援の拠点となっています。
また、道の駅には、農業研修生や高齢者が宿泊・生活できる施設が併設され、農業技術の
習得や冬季間の高齢者の生活を支えています。
このように、あいポート仙田が地域マネジメント法人として、農作業だけでなく、道の駅
を拠点とした農産物や日用品の販売、交流イベントの開催や研修・宿泊施設との連携等によ
り生活支援を行い、「小さな拠点」の形成に役立っています。

長野県

新潟県

群馬県 栃木県

福島県
十日町市

棚田の風景
資料：株式会社あいポート仙田

地域マネジメント法人による農業の継続、「小さな拠点」の形成（新潟県）事例

1	 複数の集落を含む生活圏
2	 用語の解説３（１）を参照
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（特定地域づくり事業推進法により若者等の農村定住を推進）
田園回帰に注目が集まりつつある中、特定地域づくり事業推進法 1が令和元（2019）年

12月に公布され、令和２（2020）年６月に施行されることとなりました。この法律によ
り、地域人口の急減に直面している地域において、地域の様々な事業者が出資し、地域外
の若者等を雇用する事業協同組合を設立した場合に、労働者派遣法の特例や組合の設立支
援に係る経費について財政上の措置を受けられるようになります。組合設立に当たって
は、農協等が農業者等の調整役を担うことが期待されています。事業協同組合は農林水産
業等の地域の多様な仕事を組み合わせて年間を通じた雇用を創出し、国、地方公共団体は
事業協同組合に情報提供や助言のほか、財政上の支援も行います。この制度を活用するこ
とにより、地域外の若者等が地域内に定住して働くことができるようになり、地域社会の
維持及び地域経済の活性化が期待されます。
例えば、播種や収穫等で忙しい時期が偏る農業や、海水浴やスキー等の人手が必要な時
期が決まっている観光業等、単独の事業者では雇用を１年間継続することが難しい事業で
あっても、事業協同組合が事業者間の労働需要の季節変動を調整することによって、年間
を通した労働力、雇用を確保することができます。

京都府南
なん
丹
たん
市
し
美
み
山
やま
町
ちょう
鶴
つる
ヶ
が
岡
おか
地区は、南丹市中心部から

北へ約35kmの場所にあり、人口673人、317世帯、高齢
化率45％*の地区です。鶴ヶ岡地区から市中心部までは、
バスを乗り換えて約１時間かかるうえに、バスの便数も僅
かであるため、アクセスが悪い地区となっています。
同地区では、住民が出資して「有限会社タナセン」を設
立し、食料品や日用雑貨を扱う店舗として「ムラの駅たな
せん」を運営しています。店舗周辺には郵便局、南丹市美
山林業者等健康管理センター（診療所）等の各種生活サー
ビス機能を集積させました。
また、自治会、村おこし推進委員会、地区公民館等が連
携して「鶴

つる
ヶ
が
岡
おか
振
しん
興
こう
会
かい
」を設立し、地域内無償移送サービ

スの提供や、スマホのアプリを活用した高齢者の安否の確認をしています。さらに、ジビエ
や旬の食材を活かした定期営業の食堂の開設によって、地域の活性化を図ったり、小中学校
の農家宿泊体験学習の受入れによって地域の魅力を発信したりしています。
＊令和２（2020）年２月時点

奈良県

兵庫県
滋
賀
県京都府

福井県南丹市

ムラの駅たなせん
資料：南丹市

集落活動センターによる地域の活性化（京都府）事例

1	 正式名称は「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」
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第2節 中山間地域の農業の振興

中山間地域は、農業生産条件が不利である一方、農業生産活動を通じ、国土の保全、水
源の涵

かん
養
よう
、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等、様々な機能を有していま

す。農林水産省では、施行された棚田地域振興法の枠組みによる取組を始め、中山間地域
の振興に向けて必要な支援を進めています。

（地域資源を活かすことで収益力のある農業を実現）
中山間地域は、我が国の人口の１割、総土地面積の７割、農地面積と農業産出額では４
割を占めており、我が国の食料生産を担うとともに、豊かな自然や景観を有し、多面的機
能の発揮の面でも重要な役割を担っています（図表3-2-1）。
一方で、傾斜地が多く存在し、ほ場の大区画化や大型農業機械の導入、農地の集積・集
約化 1等が容易でないため、生産性の向上が平地に比べて難しく、人口減少、高齢化によ
る担い手不足等とあいまって、営農条件面で不利な状況にあります。
１経営体当たりの経営規模で見ると、経営耕地面積規模が1.0ha未満の経営体の割合
は、平地農業地域 2で４割であるのに対し、中山間地域では６割となっています（図表
3-2-2）。

	 図表3-2-1	 中山間地域の主要指標
（単位：万人、千ha、億円、％）

全国 中山間地域 割合
総土地面積 37,797 27,409 72.5
人口 12,709 1,420 11.2
農地面積 4,496 1,841 40.9
農業産出額 88,631 36,138 40.8

資料：総務省「平成27年国勢調査」、農林水産省「2015年農林業
センサス」、「平成27年耕地及び作付面積統計」、「平成27年
生産農業所得統計」

注：１）農業地域類型区分は、平成29（2017）年12月改訂のも
のによる。

２）中山間地域の各種数値は、上記の資料を基に農林水産省
作成

３）中山間地域の総土地面積は、旧市区町村別個票データか
ら集計した値であり、北方四島等や境界未定の面積を含
まない。

	 図表3-2-2	 中山間地域の経営耕地面積規模別経
営体数の割合（平成27（2015）年）

資料：農林水産省「2015年農林業センサス」
注：１）農業地域類型区分は、平成29（2017）年12月改訂のも

のによる。
２）中山間地域は、中間農業地域と山間農業地域の数値の合

計
３）0.5ha未満には経営耕地面積がない経営体を含む。
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平地農業地域 中山間地域

％

14.8
25.1

26.0

34.7

27.9

22.311.8
6.8

19.6 11.2

0.5ha未満

0.5 ～ 1.0ha

1.0 ～ 2.0ha

2.0 ～ 3.0ha
3.0ha以上

40.7%
59.8%

また、中山間地域は、野生鳥獣の生息地となる山林と農地が隣接することから、平地に
比べて農作物の鳥獣被害を受けやすく、荒廃農地 3が発生しやすい環境にあります。
このような不利な営農条件下にあるものの、中山間地域特有の冷涼な気候や清らかな水
を活かして良食味の米や伝統野菜を栽培するなど、地域資源を活かすことで収益力のある
農業を実現する地域もあり、今後も特色ある農業や６次産業化 4の取組が展開されること
が期待されています。

1、3、4	 用語の解説３（1）を参照
2	 用語の解説２（６）を参照
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群馬県昭
しょう
和
わ
村
むら
、沼

ぬま
田
た
市
し
ほかからなる赤

あか
城
ぎ
西
せい
麓
ろく
地区は、

地域の一部が特定農山村地域にも指定されています。同地
区では降水量が少なく、常に干ばつ被害を受ける不安定な
農業経営を余儀なくされていました。
このような状況の中、昭和56（1981）年度から始まっ
た国営かんがい排水事業等によって、頭

とう
首
しゅ
工
こう
や用水路の整

備、農地の区画整理等が行われ、農業用水の安定的な供給
が可能となるとともに、担い手への農地の集積や経営規模
の拡大が進展しました。これにより、レタスやほうれんそ
うの作付面積が増加したほか、こんにゃく収穫量が全国
シェアの上位を占めるようになり、高収益作物の生産拡大
が進みました。
その結果、昭和村における１戸当たりの農業所得は約２
倍に増加しました。

埼玉県

栃木県

長野県

新潟県
群馬県

沼田市昭和村

根
ね
利
り
川
がわ
頭首工

資料：昭和村

レタス等の高収益作物の生産と担い手の経営規模の拡大（群馬県）事例

（農業生産基盤強化プログラムにより中山間地域の基盤整備と活性化を推進）
令和元（2019）年12月に農業生産基盤強化プログラムが策定され、棚田を含む中山間
地域の基盤整備と活性化を推進することとされました。
これを受けて、農林水産省では、中山間地域における所得向上に資する農産物の生産・
販売等の促進、基盤整備と生産・販売施設等の整備の一体的な推進、棚田地域の景観修復
等の棚田保全・振興の取組開始に必要な環境整備の推進により、令和６（2024）年度ま
でに地域資源を活用した取組等を行う地区を250地区創出することとしています。

（山村地域の特性を活かした産業の育成による雇用と所得の増大）
国土面積の47％を占める振興山村 1は、国土の保全、水源の涵

かん
養
よう
、自然環境の保全、良

好な景観の形成、文化の伝承等に重要な役割を担っていますが、人口減少、高齢化等が他
の地域より進んでいることから、国民が将来にわたってそれらの恵

けい
沢
たく
を享受することがで

きるよう、地域の特性を活かした産業の育成による就業機会の創出を図ることが重要で
す。
このため、農林水産省は、農山漁村振興交付金の山村活性化対策により、振興山村の山
菜やくり、ゆず、木工品等の特色ある地域資源を活かした新商品の開発や販路開拓等を支
援し、地域の雇用と所得の増大を図っています。

1	 山村振興法に基づき指定された地域
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福島県三
み
島
しま
町
まち
大
おお
登
のぼり
地区は特定農山村地域、過疎地域、

振興山村地域に指定される中山間地域で、鳥獣被害と耕作
放棄地の発生に悩まされていましたが、これらの課題解決
に取り組むため、町が出資し、農地所有適格法人桐

きり
の里

さと
産
さん

業
ぎょう
株式会社を設立しました。町、桐の里産業、民間企業

がコンソーシアムを形成し、農地中間管理事業を活用して、
大規模農地を復元し、エゴマの栽培を開始することとなり
ました。エゴマは、必須脂肪酸であるα－リノレン酸を豊
富に含んでおり、美肌、健康等に効果があることに加え、
独特のにおいがあることから鳥獣の被害を受けにくいもの
です。また、生産したエゴマの搾

さく
油
ゆ
、瓶詰め等を行うこと

で、地域の雇用創出にも寄与しています。
桐の里産業が販売するエゴマ油は、一般財団法人都

と
市
し
農
のう

山
さん
漁
ぎょ
村
そん
交
こう
流
りゅう
活
かっ
性
せい
化
か
機
き
構
こう
が運営する里の物語オンライン

ショップで１本（100g）２千円と高値で販売されています。スーパー等で低価格帯で販売
されている外国産エゴマと異なり、良質な国産エゴマ油として、消費者から好評を博し、リ
ピーターもついています。
エゴマ油を販売した利益の一部は、地域の鳥獣被害対策のために用いられ、地域の課題解
決に貢献しています。

６次産業化で中山間地域の課題解決に取り組む地域（福島県）事例

宮城県

福島県

栃木県

山形県

茨城県

新潟県

三島町

６次産業化によるエゴマ油
資料：一般財団法人都市農山漁村交流活

性化機構

（棚田保全に向けた動きと棚田地域振興法の施行）
山の斜面や谷間の傾斜地に階段状に作られた水田のことを棚田といいます。棚田は、農
産物の供給にとどまらず、国土の保全、水源の涵

かん
養
よう
、自然環境の保全、良好な景観の形

成、文化の伝承等の多面的機能を有しています。しかし、地形的に条件が厳しい棚田の保
全には多大なコストを要するのが実情であり、高齢化の進展等により、棚田が荒廃の危機
に直面しています。
一部の棚田地域では、棚田の美しい景観を活かした観光や、棚田オーナー制度、農泊や
農業体験学習を通じた都市住民との交流、棚田米やその加工品の販売等、棚田の持つ多様
な魅力を活かした取組が行われていますが、そのような地域は限定的です。また、棚田の
保全や地域振興に活用できる各府省庁の既存の施策があるものの、十分に周知・活用され
ていないという状況があります。
このような背景の下、令和元（2019）年８月、棚田地域振興法が施行され、市町村や都
道府県、農業者、地域住民等の多様な主体が参画する地域協議会による棚田を核とした地
域振興の取組を、関係府省庁横断で総合的に支援する枠組みが構築されました。新たな枠
組みの中で、棚田地域の振興に関する事業を取りまとめて毎年度公表するとともに、関係府
省庁の職員からなる棚田地域振興コンシェルジュが、地域協議会の体制づくりから活動の実
施まで、幅広い相談に応じながら、様々な施策の活用促進を図っていくこととしています。

（棚田カードプロジェクトチームを立上げ）
農林水産省では、棚田地域を盛り上げ、棚田の保全につなげる取組の第一歩として、都
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道府県に呼びかけ、棚田カードプロジェクトチームを立ち上げました。棚田の持つ魅力と
棚田で行われている保全活動の実態を知ってもらい、棚田に馴染みのない人でも棚田を訪
れるきっかけになるよう棚田カードを作成し、令和元（2019）年７月からそれぞれの棚
田地域で配布を開始しました。また、棚田地域全体を盛り上げるために「棚田に恋」を
キャッチコピーとしたポスター等を作成し、棚田に関心を持ってもらえるよう情報発信を
行っています（図表3-2-3）。

	 図表3-2-3	 棚田カード、ポスター

資料：農林水産省作成

長崎県平
ひら
戸
ど
市
し
の春

かす
日
が
集落は、平成22（2010）年に文化

庁の重要文化的景観に選定されました。これをきっかけに、
市の農業部局にとどまらず、文化財部局のサポートも得て、
集落で議論を重ね、集落の全世帯（約20世帯）が参加し
た協議会「安

やす
満
まん
の里

さと
	春
かす
日
が
講
こう
」が立ち上げられました。

協議会では、文化庁事業も活用した歩道整備や案内看板
の設置等、歴史や景観に配慮した環境整備のほか、石積み
の修理、災害の復旧等の棚田の維持管理を行っています。
また、耕作放棄地を活用した農業体験や棚田米を使った日
本酒やお菓子の商品化等の取組を進めています。
平成30（2018）年には、棚田を含む集落が世界文化遺
産に登録されたこともあり、メディアの取材等が増加した
結果、平成29（2017）年度まで年間1,500人だった観光客
は、平成30（2018）年度には２万人にまで増加しました。
このような中、文化庁事業を活用して空き家を改修した集落拠点「かたりな」では、地域
の高齢者がスタッフとして来訪者をもてなすことにより、住民と来訪者が相互に刺激を受け
る、理想的な文化観光の形ができつつあります。
今後、持続的な仕組みづくりと農泊や農家カフェ、６次産業化等に更に取り組むことによ
り、訪ねる人との交流を核とした経済活動を含む取組につなげていくこととしています。

棚田を核に地域おこし（長崎県）事例

佐賀県

長崎県

平戸市

春日集落でのもてなし
資料：平戸市
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第3節 農泊を中心とした都市と農山漁村の共生・対流

農泊とは、農山漁村において農家民宿や古民家等に滞在し、我が国ならではの伝統的な
生活体験や農村の人々との交流を通じて、その土地の魅力を味わってもらう農山漁村滞在
型旅行のことです（図表3-3-1）。農泊を通して、都市住民や訪日外国人旅行者等を農山漁
村に呼び込み、宿泊してもらい、また地域の食材を活用した食事メニューや自然、伝統文
化等の体験プログラム等を提供することにより、地域の所得向上や雇用の創出、さらには
農業や農村への理解の促進が期待されます。

（農泊をビジネスとして実施できる体制を持った地域の創出）
都市と農村の交流は、都市住民の農業・農村に対する関心を向上させるだけでなく、農
村住民にとっても、地域の魅力を再発見し、生きがいと活性化をもたらす大きな役割を果
たしています。
このような中で、平成28（2016）年３月に閣議決定された「明日の日本を支える観光
ビジョン」では、「日本ならではの伝統的な生活体験と非農家を含む農村の人々との交流
を楽しむ農泊を推進する」とされ、これを受けて関係省庁が連携して農泊を積極的に推進
しています。
農泊は、観光立国推進基本計画 1等の関係施策にも位置付けられ、令和２（2020）年ま
でに、農泊を持続的なビジネスとして実施できる体制を持った地域を500地域創出する
こととされています。農林水産省では農山漁村振興交付金の農泊推進対策により、令和元
（2019）年10月現在、全国で515地域を採択し、農泊の取組を支援しています（図表
3-3-2）。

1	 平成 29（2017）年３月閣議決定
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	 図表3-3-1	 農泊のイメージ

（余白）白
書
掲
載
完
成
形

図表 農泊のイメージ

相手国・地域における
リスク評価

資料：農林水産省「農泊の推進について」

農山漁村
地 域

農業体験

農家民宿
（簡易宿所）

・郷土料理
・外部料理人のアイデア

を加えた創作メニュー
・農家レストラン 等

ジビエの活用

利益と雇用を生み出して住みよく持続可能なものとし食を安定的に供給

① 直売所のみだと
滞在時間：短

→「通過型観光」
（利益は限定的）

② 宿泊を加えると
滞在時間：長

→「滞在型観光」
（地域全体に利益）

滞在中に
楽しむ
体 験

食 事宿 泊

・農家民泊
・廃校を活用した宿泊施設
・古民家ステイ ・民泊
・ホテル・旅館 等

・サイクリング
・自然公園トレッキング
・着付け体験
・お祭り体験 等

農 泊（農山漁村滞在型旅行）

資料：農林水産省作成

	 図表3-3-2	 農泊推進対策地域

近畿
滋賀県　　　5　兵庫県　　11
京都府　　13　奈良県　　14
大阪府　　　4　和歌山県　　8

55地域

中国四国 81地域
鳥取県　　　8　山口県　　　7
島根県　　15　徳島県　　　4
岡山県　　12　香川県　　　7
広島県　　16　愛媛県　　　6
高知県　　　6

九州 70地域
福岡県　　12　佐賀県　　　6
長崎県　　　8　熊本県　　19
大分県　　　5　宮崎県　　　7
鹿児島県　13

北陸 49地域
新潟県　　19
富山県　　　8
石川県　　12
福井県　　10

43地域北海道

東北 76地域
青森県　　11　岩手県　　13
宮城県　　21　秋田県　　　9
山形県　　11　福島県　　11

98地域関東
茨城県　　　4　栃木県　　　9
群馬県　　　9　埼玉県　　　5
千葉県　　16　東京都　　　5
神奈川県　　9　山梨県　　　9
長野県　　17　静岡県　　15

33地域東海
岐阜県　　13　愛知県　　6
三重県　　14沖縄　 10地域

資料：農林水産省作成
注：１）令和元（2019）年10月時点

２）農山漁村振興交付金（農泊推進対策）において採択された515地域を示す。

（農泊の体制整備は進みつつあるものの一層の環境整備が必要）
平成29（2017）年度から実施している農山漁村振興交付金の農泊推進対策により、宿

265

第
3
章



泊、食事、体験プログラム等を提供する地域の多様な関係者を構成員とする協議会や農泊
実施の中心となる役割を担う法人の設立等体制の整備は進んでいます。その結果、平成
30（2018）年度までに支援した349地域において、体験プログラム数は、支援前の平成
28（2016）年度末の3,672件から平成30（2018）年度末には4,708件に増加しました
（図表3-3-3）。また、延べ宿泊者数は平成28（2016）年度の288万人から平成30（2018）
年度には366万人へと増加し、中でも訪日外国人旅行者の延べ宿泊者数は約12万人から
2.3倍となる約28万人に増加しました（図表3-3-4）。
一方、利用者のニーズに対応した農泊らしい地域を創出するためには、農家民宿、古民
家等の魅力的な宿泊施設の整備、更なる食事メニューや体験プログラムの充実が課題と
なっています。
また、訪日外国人旅行者の受入れに重要となる無線LAN、洋式トイレ、キャッシュレ
ス決済、外国語に対応したWebサイト等を備えている農泊地域は、依然として少なく、
例えば、外国語Webサイト等を提供している農泊地域は、349地域のうち149地域と全
体の43％にとどまっています（図表3-3-5）。
このため、引き続き、地域の資源を最大限活用し、ジビエ料理等の食事メニューや農
業、文化、自然等の体験プログラムの開発、農家民宿等の宿泊施設の整備のほか、イン
ターネット予約を含む外国語Webサイトの対応等の支援を行っています。

	 図表3-3-3	 体験プログラム数

資料：農林水産省作成
注：1 ）平成30（2018）年度までに支援した農泊地域349地域

を対象 
2 ）平成31（2019）年４月時点  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

3,672 4,081
4,708

平成28年度
（2016）

29
（2017）

30
（2018）

件

	 図表3-3-4	 延べ宿泊者数

資料：農林水産省作成
注：1 ）平成30（2018）年度までに支援した農泊地域349地域

を対象 
2 ）平成31（2019）年４月時点  

2,760 3,060 3,380

120
230

280

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成28年度
（2016）

29
（2017）

30
（2018）

千人 訪日外国人旅行者延べ宿泊者数

国内旅行者延べ宿泊者数

2,880
3,280

3,660
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	 図表3-3-5	 訪日外国人旅行者受入れに向けた環境整備

資料：農林水産省作成
注：１）平成30（2018）年度までに支援した農泊地域349地域を対象に調査

２）平成31（2019）年４月時点

82

237

0

50

100

150

200

250

平成29年度
（2017）

30
（2018）

平成29年度
（2017）

30
（2018）

地域

108
149

0
20
40
60
80
100
120
140
160
地域

（無線LAN、洋式トイレ、キャッシュレス決済の
いずれかに対応している地域）

（外国語対応（ホームページ、案内表示）に
対応している地域）

また、内閣府の世論調査 1では、半数以上が農泊の「意味を知らず、言葉を聞いたこと
もなかった」と回答しました。世代別で見ると、20代以下の層では特に認知度が低くなっ
ており、若い世代を中心に、農泊の周知に取り組むことが必要です（図表3-3-6）。

	 図表3-3-6	 農泊の年齢別認知度

資料：内閣府「食と農林漁業に関する世論調査」（平成30（2018）年11月）を基に農林水産省作成
注：１）全国18歳以上の日本国籍を有する者３千人を対象

２）回答数1,743人、回答率58.1％

31.5 1.3 16.5 47.3 3.5

34.1 1.8 15.7 46.8 1.5

26.2 1.1 17.6 54.3 0.7

20.1 0.9 15.1 62.9 0.9

14.4 2.5 14.9 65.8 2.5

12.4 2.8 13.8 70.3 0.7

25.5 1.5 15.8 55.2 1.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100％

70歳以上
（480人）

60～ 69歳
（331人）

50～ 59歳
（267人）

40～ 49歳
（318人）

30～ 39歳
（202人）

18～ 29歳
（145人）

総数
（1,743人）

意味を知っていた
意味を誤解していた

意味を知らなかったが、言葉だけは聞いたことはあった

わからない
意味を知らず、言葉も聞
いたことはない

（地方部における外国人宿泊者数は増加）
農泊は、都市住民だけでなく、訪日外国人旅行者にとっても、普段の生活では味わえな

1	 内閣府「食と農林漁業に関する世論調査」（平成 30（2018）年 11月）
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い我が国の魅力に触れられる貴重な機会です。
日本政府観光局（JNTO）の調査 1によれば、令和元（2019）年の訪日外国人旅行者数
については3,188万人となり、前年と比べ2.2％増加し過去最高を記録しました。また、
旅行消費額は４兆8,135億円 2、地方部における延べ宿泊者数は3,921万人泊 3となり、い
ずれも過去最高を記録しました。
こうした訪日外国人旅行者の旅行消費額のうち、飲食費は１兆397億円 4となっている

ほか、買物代のうち、菓子類、酒類、生鮮農産物等食料品の購入費は、3,268億円 5と
なっています。これらの訪日外国人旅行者の日本食・食文化への需要を農山漁村に呼び込
むことで、農山漁村地域の所得の向上等を図るとともに、訪日外国人旅行者数の更なる増
加と我が国の農林水産物・食品の輸出拡大につなげるといった好循環を構築していくこと
が重要です。
実際に、地方部に宿泊する外国人の割合は４割程度となっており、地方部への関心が高
まっています（図表3-3-7）。また、都道府県別に過去５年間の外国人宿泊者数の増加率を
見ると、青森県、宮城県、山形県、福島県、岡山県、香川県で４倍以上となっており、今
後、地方部における農泊の取組が更に拡大されていくことが期待されます（図表3-3-8）。

	 図表3-3-7	 外国人延べ宿泊者数と宿泊地に占め
る地方部の割合

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」を基に農林水産省作成
注：地方部は、三大都市圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

愛知県、京都府、大阪府、兵庫県）以外の道県

1,575 2,514 2,753
3,266 3,848 3,921

2,907
4,047 4,186

4,703
5,580 6,223

35.1 38.3 39.7 41.0 40.8 38.7

0

10

20

30

40

50

0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000

平成26年
（2014）

28
（2016）

30
（2018）

令和元
（2019）
（速報値）

地方部の割合（右目盛） ％万人泊

大都市圏地方部

	 図表3-3-8	 都道府県別に見た外国人延べ宿泊者
数の増加状況（過去５年間）

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」を基に農林水産省作成
注：平成26（2014）年の延べ宿泊者に対する令和元（2019）年

の増加状況

３倍以上４倍未満

４倍以上

全国2.3倍

２倍以上３倍未満

１倍以上２倍未満

（「SAVOR JAPAN」認定地域に６地域を追加）
このように、地方部に宿泊する外国人が増え、本場の日本食を体験したいという外国人
のニーズが高まっている中で、農林水産省は、地域の食・食文化や農林水産業を核に訪日
外国人旅行者を中心とした観光客を誘致する地域を認定する取組「S

セ イ バ ー
AVOR	J

ジ ャ パ ン
APAN（農

泊	食文化海外発信地域）」を始めました。SAVOR	JAPANとして認定された地域は、前
年度から６地域増え、令和元（2019）年度では全国で27地域となりました（図表3-3-9）。

1	 JNTO「2019 年訪日外客数」
2、4	 観光庁「訪日外国人消費動向調査（令和元年年間値（確報））」
3	 観光庁「宿泊旅行統計調査（令和元年年間値（速報））」
5	 観光庁「訪日外国人消費動向調査（令和元年年間値（確報））」を基に農林水産省作成
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	 図表3-3-9	 SAVOR	JAPAN認定地域一覧

資料：農林水産省作成

①北海道　28年度
　十勝地域

（チーズ）
②岩手県　28年度
　一関市・平泉町

（もち料理）
③秋田県　29年度
　大館地域

（きりたんぽ）
④山形県　28年度
　鶴岡市

（精進料理）
⑤福島県　29年度
　会津若松市

（こづゆ）

⑩長野県　元年度
　小諸市
（おにかけそば）

⑮愛知県　元年度
　南知多町

（鯛料理）
⑪長野県　元年度
　山ノ内町
（りんご、そば）

⑫長野県　30年度
　白馬村

（そば料理）
⑬岐阜県　28年度
　下呂市馬瀬地域

（鮎）
⑭静岡県　29年度
　浜松・浜名湖
　地域　（うなぎ）

⑯京都府　29年度
　京都府北部地域
（丹後ばら寿司）

⑰京都府　30年度
　森の京都地域
（かしわのすき焼き）
⑱京都府　30年度
　京都山城地域

（宇治茶）

⑥埼玉県　30年度
　秩父地域
（ずりあげうどん）
⑦新潟県　29年度
　十日町市

（へぎそば）
⑧石川県　29年度
　小松市

（報恩講料理）
⑨福井県　29年度
　小浜市

（へしこ）

⑲和歌山県　29年度
　紀の川市
　（フルーツ料理）
⑳和歌山県　30年度
　湯浅町
　（醤油と海鮮料理）
㉑鳥取県・兵庫県　元年度
　因幡・但馬地域
　　（牛すすぎ鍋）
㉒広島県　30年度
　尾道市

（法楽焼き）
㉓香川県　29年度
　さぬき地域
（さぬきうどん）

㉔徳島県　28年度
　にし阿波地域

（そば米雑炊）
㉕愛媛県　元年度
　八幡浜市
（柑橘とさつま汁）
㉖長崎県　元年度
　島原半島地域
（手延べそうめん）
㉗宮崎県　29年度
　高千穂郷・椎葉山
地域（神楽料理）
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宮崎県高
たか
千
ち
穂
ほ
町
ちょう
、日

ひ
之
の
影
かげ
町
ちょう
、五

ご
ヶ
か
瀬
せ
町
ちょう
、諸

もろ
塚
つか
村
そん
、椎

しい
葉
ば
村
そん

の５町村を対象とするフォレストピア高
たか
千
ち
穂
ほ
郷
ごう
ツーリズム

協会は、平成24（2012）年に、交流人口の増加を図る取
組として設立されました。
ゲストハウスや集落ボランティアセンターを中心として、
フットパス＊、焼畑、山暮らし、藁

わら
・竹細工等の交流プロ

グラムの体験に加え、神楽料理、焼畑料理といった地域の
食の提供、農泊の推進、学校の教育旅行、一般旅行者の誘
致を行い、高千穂地域の魅力を発信、地域活性化を図って
います。
設立当初の受け入れ可能な家庭は、民宿も含め33戸で
したが、現在は65戸と増加したほか、中国や台湾の高校
生の修学旅行も受け入れています。協会では、平成28
（2016）年で千人であった外国人観光客を令和３（2021）
年には３千人まで増やすことを目指しています。平成29
（2017）年、九州では第１号となるSAVOR	JAPANに認
定されました。
＊	　森林や田園地帯、古い町並み等地域に昔からあるありのままの風景を
楽しみながら歩くことができる散歩道のこと。

農泊により海外や都市との交流人口が増加（宮崎県）事例

熊
本
県 高千穂郷
３町２村＊

鹿
児
島
県

宮崎県

＊は高千穂町、日
之影町、五ヶ瀬町、
諸塚村、椎葉村

古民家を改修した一棟貸しの
農泊施設「corasita」（洋室（上）、

和室（下））

（「子ども農山漁村交流プロジェクト」により都市農村交流を推進）
農山漁村体験は、子供が自然や歴史、文化等について学び、理解を深めることで、生命
と自然を尊重する精神や環境保全に対する意識を養います。また、農林漁業の意義を理解
させるとともに、それらを通じて人と人とのつながりの大切さを認識させることで、子供
の生きる力を育むことができます。さらに、都市部の児童生徒が小中高の各段階におい
て、地方へのUIJターン 1の基礎を形成することも期待できるなど、一定期間農山漁村に
滞在し、農山漁村体験を行うことの意味合いは大きいと考えられます。このため、農林水
産省を含む関係省庁は、都市農村交流の一環として、子供が農山漁村に宿泊し、農林漁業
の体験や自然体験活動等を行う「子ども農山漁村交流プロジェクト」を推進しています。

1	 いったん大都市圏に流出した地方出身者が出身地へ帰住するUターン、地方出身者が出身地まで戻らず、近くの中核都市等
で職を得て安住する Jターン、都市圏出身者が地方に職を得て定住する Iターンの総称
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子供の農山漁村体験は、その後の農業との関わりだけでなく、子供の生活面にも良い影響
を与えることが期待されています。
平成19（2007）年の国土交通省の調査によると、子供の頃に農作業体験に参加したこと
がある者の64％が「農産物直売所の利用や農地トラストに参加した」と回答し、同42％が、
「農林業体験や市民農園等に参加した」と回答しています。これらは、子供の頃の農作業体
験がない者に比べて高い割合となっており、子供の頃の農作業体験が、その後の農業への関
わりに良い影響を与えていることが分かります。
また、農山漁村体験の前後で、「身の回りの整理整頓をするようになった」、「自然にふれ
合うようになった」、「ボランティアに参加することが大事と思うようになった」という問い
に対し、肯定的に回答する割合が増加しており、子供の生活面や意識にも良い影響があるこ
とが分かります。

子供の農山漁村体験の農業面の効果

16.5

52.2

42.4

64.4

0 20 40 60 80％

農作業体験あり

農作業体験なし

農産物直売の利用や農地トラストへの参加、
森林や農地の保全への募金や寄付等を実施
（現地には行かず、資金の提供）

農林業体験や市民農園、援農・森林ボラン
ティア、農地・森林のオーナー制度等に参加
（農地や森林に直接出向いて活動）

資料：国土交通省「国土の国民的経営の推進に係る基礎調査」（平成19（2007）年３月）を基に農林水産省作成
注：１）インターネット調査会社に登録しているモニターを対象として実施したインターネット調査（回答総数３千人）

２）調査対象は、20歳以上で農林漁業に従事（兼業を含む）していない都市住民（全国の30万人以上の都市及び東京23
区居住者が基本。ただし、人口30万人以上の都市が存在しない県については県庁所在地、同一県内に30万人以上の都
市が複数ある場合は一部対象外）

子供の農山漁村体験の農業以外の効果

資料：千葉市教育委員会「体験学習の手引き（平成30年度）」を基に農林水産省作成
注：１）農山漁村体験活動に参加した児童が、実施前後の２回に分けて回答

２）回答の選択肢を「とてもよくあてはまる」、「わりとあてはまる」、「少しあてはまる」、「あまりあてはまらない」、「まっ
たくあてはまらない」の５段階として肯定的な回答順に５から１点の点数をつけ、項目ごとに平均を求めた。

4.54

4.46

4.39

4.30

4.07

3.97

0 1 2 3 4 5点

事前

事後

身の回りの整理整頓など、自分のことは自分
でするように努めていますか。

体験活動を通して自然とふれ合うことは好き
ですか。

自然を大切にし、環境美化活動（ボランティ
ア等）に参加することは大事なことだと思い

ますか。

子供の農山漁村体験の効果コラム
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（「ディスカバー農山漁村の宝」に 31 地区と５人を選定）
農林水産省と内閣官房は、平成26（2014）年度から、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

む ら
山漁村の宝」として選定しています。こうした優良な事例を全国に発信することで

横展開が図られること等が期待されます。
令和元（2019）年６月には、それまでに選定された地区等が集まる「サミット」を開

催し、選定後も意欲的に活動に取り組む最優良地区として和歌山県有
あり
田
だ
市
し
の株式会社早

そう
和
わ

果
か
樹
じゅ
園
えん
を選定・表彰したほか、選定地区の中から情報発信を行うアンバサダーを決定する

などのイベントを行いました。また、令和初となる第６回選定では31地区及び新設され
た個人部門で５人が選定されました。

静岡県島
しま
田
だ
市
し
にある杉

すぎ
本
もと
製
せい
茶
ちゃ
株式会社は、ディスカバー

農
む
山漁

ら
村の宝（第６回選定）に選定されました。杉本製茶

株式会社は、茶生産農家の所得向上や後継者確保のため、
国内の中小製茶企業に先駆けて、輸出事業に着手し、海外
展示会への出展や輸出向けの施設整備等に取り組みました。
その結果、現在は茶・抹茶を22か国＊へ輸出し、輸出売
上高は平成26（2014）年の8,000万円から平成30（2018）
年には５億円に増加しています。
このほか、地元高校生による欧米の茶流通に関する研究
の支援等にも取り組んでいます。
ディスカバー農山漁村の宝では、これらの取組が評価さ
れ、ビジネス部門において準グランプリを受賞しました。
杉本製茶代表取締役の杉

すぎ
本
もと
博
ひろ
行
ゆき
さんは「今後も世界各国

へ日本茶の情報発信を行い、日本茶の素晴らしさを伝えて
いくとともに、新規の輸出国を増やし世界中に日本茶のファンを増やしていけるように努力
してまいります。」と話しています。
＊令和２（2020）年３月時点

山梨県

静岡県

長
野
県

愛
知
県
島田市

World Tea Expo 2017 ラスベガス
における出展の様子

茶・抹茶の海外展開で輸出売上を増加（静岡県）事例
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第4節 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮

農村の人口減少、高齢化により、地域の共同活動等によって支えられている多面的機能
の発揮に支障が生じつつあります。また、水路、農道等の地域資源の維持管理の負担が増
大し、担い手による規模拡大が阻害されることが懸念される状況にあります。このため、
国民の大切な財産である多面的機能が適切に発揮されるよう地域活動や営農の継続等に対
して支援を行っていく必要があります。また、併せて国民の理解の促進を図る必要があり
ます。

（農業・農村の多面的機能の効果）
国土の保全、水源の涵

かん
養
よう
、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等、農村で

農業生産活動が行われることにより生まれる様々な機能を農業・農村の多面的機能といい
ます。多面的機能の効果は、農村の住民だけでなく国民の大切な財産であり、これを維
持・発揮させるためにも農業を継続することが重要です。
近年、各地で記録的な降雨による洪水被害等が頻発していますが、農業・農村の様々な
機能の一つに、ため池や水田、畑が雨水を一時的に貯留し洪水を軽減する役割がありま
す。
三重県津

つ
市
し
の安

あ
濃
のう
川
がわ
流域において、10年に１回発生するような雨（３日間の連続雨量）

を用いて行ったコンピュータによる洪水シミュレーションの結果では、「水田がある場合
（現況）」と「水田がない場合（水田が全て宅地化されたと仮定）」とで下流の河川流量を
比較した結果、水田があることにより降雨後の河川のピーク流量が低減され、ピーク時刻
が遅くなることが確認されています（図表3-4-1）。

	 図表3-4-1	 水田の有無における河川流量の違い（三重県津市安濃川流域）

600
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300 ピーク流量は
水田があると
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ピーク時刻は
水田があると
１時間遅い
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100

0

0
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60

80

100

120
時刻21:0018:0015:0012:009:006:003:000:00

降水量
（mm/時）

降水量（1/10確率）
水田あり（現況）
水田なし（宅地仮定）

流量
（m3/秒）

資料：農林水産省作成

（多面的機能に関する国民の意識）
令和元（2019）年８から９月にかけて農林水産省が行った多面的機能に関するWeb
アンケートでは、多面的機能の中で特に重要だと思う役割については、「雨水を一時的に
貯めて洪水を防ぐ」と回答した割合が最も高く、次いで「田畑や水路が多様な生きものの
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すみかになる」でした。
一方、わかりにくいと思う役割については、「医療・介護・福祉の場となる」と回答し
た割合が最も高く、次いで「日々の作業を通じて土砂崩れを防ぐ」の順でした（図表3-4-
2）。
引き続き、多面的機能の内容や重要性に関する国民の理解を広げるために、パンフレッ
トの作成等や全国各地のイベント等における普及・啓発活動により、多面的機能に関する
分かりやすい情報提供に努めていくこととしています。

	 図表3-4-2	 農業・農村の多面的機能の中で特に重要だと思う役割、わかりにくいと思う役割

資料：農林水産省「農業・農村の多面的機能及び棚田に関する意向調査」
注：１）令和元（2019）年10月公表

２）インターネット調査会社に登録している全国の20歳以上の者を対象としたWebアンケート調査
３）回答数は1,102人

0 20 40 60

医療・介護・福祉の場となる

雨水を一時的に貯めて洪水を防ぐ

％

日々の作業を通じて土砂崩れを防ぐ

作物や水田に貯められた水が土砂の流出を防ぐ

水田から浸透する水が地下水をつくり、川の流れを安定させる

水田が周りの空気を冷やし暑さをやわらげる

田畑や水路が多様な生きもののすみかになる

農地や農作物等が美しい景観を保全する

五穀豊穣のお祭りなど地域の伝統文化を伝える

澄んだ空気や水、四季の変化などが癒やしや安らぎをもたらす

農業や自然とのふれあいを通じて体験学習や教育の場になる

多面的機能の中で特に
重要だと思う役割

多面的機能の中でわか
りにくいと思う役割

51.6
9.0

7.5
15.2

9.3
24.8

13.3
10.3

6.9
16.8

7.1
39.1

10.5
23.8

15.6
30.9

16.4
36.8

17.7
57.2

23.1
36.2

（多面的機能の保全に対する価値評価）
平成13（2001）年の日本学術会議の答申時には価値評価が行われていなかった機能を
中心とした５つの役割を対象として、Webアンケートにより多面的機能の保全に対する
価値評価を行いました。
アンケートでは、何もしなければ今後20年間で５つの役割が約10％失われるため、こ
れらの役割を守るために農業生産活動の継続を支援する基金を設立することを仮想状況と
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し、基金に対する募金額を質問しました。
アンケート結果を基にそれぞれの役割に対する１世帯当たりの平均支払意思額を算出し
た結果、「生きもののすみかになる役割」、「農村の景観を保全する役割」の保全に対する
支払意思額が高い結果となりました（図表3-4-3）。

	 図表3-4-3	 多面的機能の保全に対する支払意思額
（単位：円/世帯/年）

役割 １世帯当たりの 
平均支払意思額

生きもののすみかになる役割 5,619
農村の景観を保全する役割 2,385
地域の文化を伝承する役割 1,640
癒しや安らぎをもたらす役割 1,753
体験学習や教育の場となる役割 1,014

資料：農林水産省「令和元年度農業・農村の多面的機能の経済価値に係
る分析等業務」

注：1）令和２（2020）年1月調査
２）20歳以上を対象とし、我が国の人口構成（男女比、年齢構成）

や都道府県別の人口分布と整合するように回答者を割り振っ
たアンケート調査（経済価値の推計は、CVM及びコンジョイ
ント分析を併用）

3）回答数は2,000件（有効回答数は、CVM：1,499件、コン
ジョイント分析：1,549件）

（多面的機能の維持・発揮を図るため日本型直接支払制度を推進）
農林水産省では、農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、平成26（2014）
年度に日本型直接支払制度を創設し、平成27（2015）年度から、「農業の有する多面的
機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度として、地域の共同活動や中山間地域等に
おける農業生産活動、自然環境の保全に資する農業生産活動を支援しています（図表3-4-
4）。

	 図表3-4-4	 日本型直接支払制度の概要

資料：農林水産省作成

多面的機能支払制度

【農地維持支払】
農地法面の草刈り等の地域資源の
基礎的保全活動等を支援

【資源向上支払】
水路、農道、ため池の軽微な補修等の地域
資源の質的向上の図る共同活動等を支援

中山間地域等直接支払制度

環境保全型農業直接支払制度

農地法面の草刈り

水路の補修

中山間地域等の条件不利地域の農業 
生産活動の継続を支援

自然環境の保全に資する農業生産 
活動を支援

中山間地域

カバークロップ
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新潟県糸
いと
魚
い
川
がわ
市
し
では、制度創設時から中山間地域等直接支払

制度、農地・水・環境保全向上対策＊に取り組み、地域の農業と
農村環境の維持・向上を図っています。取組組織数の増加に伴い、
地域の組織と市の事務負担が増大したため、段階的に組織を統
合し、広域化を図ってきました。
市の呼びかけによって、平成27（2015）年度から日本型直接
支払制度（多面的機能支払制度、中山間地域等直接支払制度、
環境保全型農業直接支払制度）の事務支援を行う「糸魚川市日
本型直接支払運営委員会」を設置し、個別相談や現地指導、書
類提出のサポートを一元的に行っています。
組織の広域化と運営委員会の設置によって、市の事務作業が
大幅に軽減されるとともに、運営委員会が一元的な相談窓口と
なることにより、組織に対してきめ細かな指導を行うことが可
能となり、３つの支払制度がより効率的かつ効果的に活用でき
るようになっています。
＊�多面的機能支払制度と環境保全型農業直接支払制度の前身事業（平成19（2007）
年から平成22（2010）年度）

日本型直接支払制度の３つの支払制度の連携（新潟県）事例

長野県

新潟県

群馬県 栃木県

福島県糸魚川市

糸魚川市日本型直接支払 
運営委員会

資料：糸魚川市

糸魚川市の全景
資料：糸魚川市

（多面的機能支払制度により242万人・団体が活動）
多面的機能支払制度は、農地や水路等の保全管理により農業・農村の有する多面的機能
を維持・発揮することを目的とし、平成19（2007）年に始まりました。現在は日本型直
接支払制度の一つとして実施しています。
多面的機能支払制度によって、農地、水路、農道等の地域資源の基礎的保全活動等の共
同活動を支援したこと等により、平成30（2018）年度には、その活動組織数が２万８千
となり、取組面積も前年度に比べて２万７千ha（1.2％）増加の229万haとなりました。
また、非農業者等の共同活動への参画が拡大し、平成30（2018）年度には242万人・団
体が活動するとともに、農業水利施設 1等の適切な保全管理等、多様な効果が発現しまし
た。
農林水産省は、令和元（2019）年11月に全国各地の先進的な活動事例を紹介する全国

研究会を開催し、活動組織や推進組織、地方公共団体職員等から500人が参加しました。
本研究会では、平成30（2018）年度末に公表した施策評価の報告や消費者団体代表によ
る講演、女性が活躍している組織や土地改良区と連携した組織による活動事例発表のほ

1� 用語の解説３（１）を参照
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か、「女性の活躍による地域コミュニティの活性化」をテーマにパネルディスカッション
が行われました。

（中山間地域等直接支払制度により7.5万haの農用地の減少が防止）
中山間地域等直接支払制度は、平地に比べ自然的・経済的・社会的に不利な営農条件下
にある中山間地域等での農業生産活動を継続することを目的として平成12（2000）年度
に始まり、現在は日本型直接支払制度の一つとして実施されています。
具体的には、集落等ごとに、耕作放棄の防止活動や水路・農道等の管理、機械・農作業
の共同化、高付加価値型農業の実践等についての目標等を定めた協定を締結し、これらを
実践する場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
平成30（2018）年度における中山間地域等直接支払制度の協定の数は２万６千協定と
なり、交付面積は、前年度に比べ２千ha（0.3％）増加の66万4千haとなりました。
令和元（2019）年８月に公表した「中山間地域等直接支払制度（第4期対策）の最終
評価」では、平成27（2015）年から平成31（2019）年までに、7.5万haの農用地の減
少が防止されたと推計し、中山間地域等直接支払制度が農業・農村の持つ多面的機能の維
持・発揮に重要な役割を果たしているとされています（図表3-4-5）。
また、本最終評価によると、ほぼ全ての地方公共団体が本制度を前向きに評価するな
ど、中山間地域等の農業・農村を維持・発展させていく上で必要な制度として高い評価を
得ています。人口減少や高齢化といった課題の中、人材の確保、集落間や多様な組織との
連携、事務の簡素化等について見直しを図りつつ、今後も中山間地域等直接支払制度を継
続していくことが必要です。

	 図表3-4-5	 中山間地域等直接支払制度（第４期対策）の最終評価の概要

協定数 2.6万協定（集落協定２万５千、個別協定６百）
60万人の協定参加者により、66万haの農地が維持管理

農用地の減少防止効果 3.9万haの耕作放棄の発生防止を含む7.5万haの農用地の減少が防止

都道府県及び市町村による評価
〇全ての都道府県が本制度を「評価できる」とした
〇99％の市町村が本制度を「評価できる」とした
〇耕作放棄地の発生防止や水路・農道等の維持・管理、農業生産活動など様々な効果を発揮

今後進めていくべき取組
〇後継者の育成や外部人材の確保、関係人口の増加などの取組を促進
〇集落機能を強化し、持続的安定的な体制を構築
〇生産性や付加価値を向上する取組を促進
〇事務負担の軽減や交付金返還措置の見直し

資料：農林水産省作成

（環境保全型農業直接支払制度により温室効果ガスが年間14万ｔ削減）
環境保全型農業直接支払制度は、多面的機能支払制度と同様に平成19（2007）年度に
農地・水・環境保全向上対策として始まり、現在は日本型直接支払制度の一つとして実施
されています。
環境保全型農業直接支払制度では、化学肥料、化学合成農薬の使用を慣行レベルから原
則５割以上低減させるとともに、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動
を実施する農業者団体等を支援しています。具体的には、全国共通取組であるカバーク
ロップ（緑肥）の作付け、堆肥の施用、有機農業のほか、地域特認取組として、地域の環
境や農業の実態等を勘案した上で、地域を限定して取り組むことができる取組も支援して
います。平成30（2018）年度における実施市町村数は885市町村、実施件数は3,609件、
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実施面積は７万9,465haとなりました。
農林水産省は、令和元（2019）年８月に、「環境保全型農業直接支払交付金最終評価」
において、平成27（2015）年度から令和元（2019）年度までの実施期間の施策の点検
と効果の評価の結果を公表しました。この中で、地球温暖化防止効果については、有機農
業、カバークロップ等の取組について評価したところ、温室効果ガス 1削減量の合計は、
年間で14万3,393ｔとなりました（図表3-4-6）。また、生物多様性保全効果については、
有機農業、冬期湛水管理等の取組について評価したところ、ほとんどの取組において「効
果が高い」という結果になりました（図表3-4-7）。
今後は、事務手続の負担軽減等の諸課題を踏まえた見直しを行い、取組全体の質の向上
と面的な広がりを目指すこととしています。

	 図表3-4-6	 環境保全型農業直接支払制度の取組による地球温暖化防止効果の調査結果

対象取組の種類 調査件数
単位当たり

温室効果ガス削減量
（tCO2/ha/年）

実施面積（ha）
平成30（2018）年度

実績

（参考試算）
温室効果ガス削減量

（tCO2/年）
全
国
共
通

有機農業 48 0.93 13,471 12,528
カバークロップ 465 1.77 18,833 33,334
堆肥の施用 385 2.26 18,316 41,394

地
域
特
認
取
組

リビングマルチ 34 1.02 1,561 1,592
草生栽培 30 1.09 141 154
敷草用半自然草地の育成管理 １ 1.72 ３ ５
省耕起（不耕起）播種 １ 1.00 21 21

緩効性肥料×長期中干し ３
（緩効性肥料）0.01

5,936
59

（長期中干し）2.19 13,000

緩効性肥料×省耕起 ２
（緩効性肥料）0.31

333
103

（省耕起）1.00 333

緩効性肥料×深耕 １
（緩効性肥料）0.72

１
１

（深耕）非評価 －
IPM×長期中干し ３ 3.87 6,523 25,244
IPM×秋耕 ７ 6.85 2,281 15,625
合計温室効果ガス削減量 － － － 143,393

資料：農林水産省「環境保全型農業直接支払交付金最終評価」を基に作成
注：1）調査は、平成29（2017）年度、平成30（2018）年度に実施

２）農研機構が開発した「土壌のCO２吸収「見える化」サイト」の活用が可能な取組については同サイトを用いて、それ以外の取組に
ついては、専門家の意見を踏まえた計算式を用いて調査

3）複数の取組を組み合わせ、それぞれに地球温暖化防止効果がある場合は、それぞれの取組ごとの効果を評価
４）IPMとは、病虫害の発生状況に応じて、天敵（生物的防除）や粘着板（物理的防除）等の防除方法を適切に組み合わせ、環境への負

荷を低減しつつ、病虫害の発生を抑制する防除技術

1� 用語の解説３（１）を参照
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	 図表3-4-7	 環境保全型農業直接支払制度の取組による生物多様性保全効果の調査結果

資料：農林水産省「環境保全型農業直接支払交付金 最終評価」を基に作成
注：１）調査は、平成29（2017）年度から令和元（2019）年度に実施

２）サンプル数は取組実施区で121、対照区で108 
３）農林水産省の委託プロジェクト研究により開発された「農業に有用な生物多様性の指標生物調査・評価マニュアル」（以下「マニュ

アル」という。）の活用が可能な取組についてはマニュアルを用いて調査し、それ以外の取組については、専門家の意見を踏まえて
マニュアル以外の方法により調査

４） マニュアルを用いた調査では、地域や作目ごとに選定された数種類の指標生物を調査し、得られた個体数を基準として評価
５） 対照区では、実施区の近隣において通常の栽培管理を実施 

対照区

実施区

生物多様性が非常に高い 生物多様性が高い 生物多様性がやや低い

生物多様性が低い

0 20 40 60 80 100％

1.9 

16.5 

32.4 

71.1 

44.4 

11.6 

21.3 

0.8 

（農業遺産等を活用した地域活性化の取組と多面的機能に関する国民の理解を促進）
世界農業遺産は、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性あ
る伝統的な農林水産業システムをFAO（国際連合食糧農業機関）が認定する制度です
（図表3-4-8）。令和２（2020）年３月時点で、世界で22か国59地域が認定されており、
そのうち我が国は11地域を占めています（図表3-4-9）。
また、日本農業遺産は、我が国において重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域を農林
水産大臣が認定する制度で、令和２（2020）年３月時点で15地域が認定されています
（図表3-4-10）。
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	 図表3-4-8	 世界農業遺産、日本農業遺産と世界かんがい施設遺産の概要

世界農業遺産 日本農業遺産 世界かんがい施設遺産

認定対象 世界において重要かつ伝統的な農
林水産業システム

日本において重要かつ伝統的な農
林水産業システム

建設から100年以上経過した施設
であるダム（かんがいが主目的）、
ため池等の貯留施設、堰・分水施
設、水路等

認定基準等

○食料及び生計の保障
○農業生物多様性
○地域の伝統的な知識システム
○文化、価値観及び社会組織
○ランドスケープ及びシースケー
プの特徴

○食料及び生計の保障
○農業生物多様性
○地域の伝統的な知識システム
○文化、価値観及び社会組織
○ランドスケープ及びシースケー
プの特徴

○変化に対する強靭性
○多様な主体の参画
○６次産業化の推進

○認定に当たっては、以下の基準
のうち１つ以上を満たすこと
・かんがい農業の画期的な発展、
農家の経済状況改善、食料増産
への寄与が明確
・構想、設計、施工、規模等が最
先端、卓越的であった
・設計、建設における環境配慮の
模範
・伝統文化または過去の文明の痕
跡を有する
等

認定者 国連食糧農業機関（FAO） 農林水産大臣 国際かんがい排水委員会（ICID）

審査組織

【申請承認のための審査】
世界農業遺産等専門家会議（事務
局：農林水産省）
【認定のための審査】
世界農業遺産科学助言グループ（事
務局：FAO）

世界農業遺産等専門家会議（事務
局：農林水産省）

【申請承認のための審査】
ICID日本国内委員会（事務局：農
林水産省）
【認定のための審査】
ICID本部

国内認定数 11
（世界で22か国59地域が認定）

15
（うち３は世界農業遺産認定）

39
（世界で15か国91施設が認定）

資料：農林水産省作成
注：１）国内認定数は令和２（2020）年３月時点

２）ICIDは78の国と地域が加盟する非営利・非政府国際機関

	 図表3-4-9	 日本における世界農業遺産認定地域

トキと共生する佐渡の里山
（新潟県佐渡市）

持続可能な水田農業を支える「大
崎耕土」の伝統的水管理システム

（宮城県大崎地域）

静岡水わさびの伝統栽培-発祥
の地が伝える人とわさびの歴史- 
（静岡県わさび栽培地域）

静岡の茶草場農法
（静岡県掛川周辺地域）

みなべ・田辺の梅システム
（和歌山県みなべ・田辺地域）

にし阿波の傾斜地農耕システム
（徳島県にし阿波地域）

高千穂郷・椎葉山の山間地農林業複合システム
（宮崎県高千穂郷・椎葉山地域）

能登の里山里海
（石川県能登地域）

清流長良川の鮎～里川にお
ける人と鮎のつながり

（岐阜県長良川上中流域）

クヌギ林とため池がつなぐ国
東半島・宇佐の農林水産循環
（大分県国東半島宇佐地域）

阿蘇の草原の維持と
持続的農業

（熊本県阿蘇地域）

資料：農林水産省作成
注：１） 令和２（2020）年３月時点

２）宮城県大崎地域、静岡県わさび栽培地域及び徳島県にし阿波地域は、日本農業遺産にも認定されている。
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	図表3-4-10	 日本農業遺産認定地域

雪の恵みを活かした稲作・養鯉システム
（新潟県中越地域）

三方五湖の汽水湖沼群漁業システム
（福井県三方五湖地域）

森・里・湖（うみ）に育まれる漁業
と農業が織りなす琵琶湖システム

（滋賀県琵琶湖地域）

兵庫美方地域の但馬牛システム
（兵庫県兵庫美方地域）

たたら製鉄に由来する奥
出雲の資源循環型農業
（島根県奥出雲地域）

愛媛・南予の柑橘農業システム
（愛媛県南予地域）

歴史と伝統がつなぐ山形の「最上紅花」
 －日本で唯一、世界でも稀有な紅花生

産・染色用加工システム－ 
（山形県最上川流域）

武蔵野の落ち葉堆肥農法
（埼玉県武蔵野地域）

盆地に適応した山梨の
複合的果樹システム
（山梨県峡東地域）

鳥羽・志摩の海女漁業と真珠養殖業
－持続的漁業を実現する里海システム－

（三重県鳥羽・志摩地域）

鳥羽・志摩の海女漁業と真珠養殖業
－持続的漁業を実現する里海システム－

（三重県鳥羽・志摩地域）

急峻な地形と日本有数の多雨が
生み出す尾鷲ヒノキ林業
（三重県尾鷲市、紀北町）

急峻な地形と日本有数の多雨が
生み出す尾鷲ヒノキ林業
（三重県尾鷲市、紀北町）

下津蔵出しみかんシステム
（和歌山県海南市下津地域）
下津蔵出しみかんシステム
（和歌山県海南市下津地域）

資料：農林水産省作成
　注：世界農業遺産にも認定されている宮城県大崎地域、静岡県わさび栽培地域及び徳島県にし阿波地域を除く。

さらに、世界かんがい施設遺産は、歴史的・社会的・技術的価値を有し、かんがい農業
の画期的な発展や食料増産に貢献してきたかんがい施設を国際かんがい排水委員会
（ICID）が認定する制度です。令和２（2020）年３月時点で、世界で15か国91施設が
認定されており、そのうち我が国における認定施設は39施設に上ります。
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令和元（2019）年９月、十
じゅっ
石
こく
堀
ぼり
（茨城県）、見

み
沼
ぬま
代
だい
用水

（埼玉県）、倉
くら
安
やす
川
がわ
・百
ひゃっ
間
けん
川
がわ
かんがい排水施設群（岡山県）、

菊
きく
池
ち
のかんがい用水群（熊本県）の4施設が新たに世界か

んがい施設遺産として認定されました。
このうち、菊池のかんがい用水群は、1615年の「築

つい
地
じ

井
い
手
で
」の建造に始まり、4つの井手や隧

ずい
道
どう
から構成される

菊池川を水源とした施設群です。これらの施設は水田開発
や山間部における飲料水の安定的な確保を可能とし、地域
住民による適切な維持管理により数百年経った今も機能を
低下させることなく約615haの水田を潤しています。現
在では、井手を下る「イデベンチャー」や宝永隧道内の小
学生向け見学会等の施設を活用した地域活性化の取組も展
開されています。
また、令和３（2021）年に熊本市で開催される予定の
アジア・太平洋水サミットでは、世界かんがい施設遺産を
テーマとしたシンポジウムや熊本県内の4つの世界かんが
い施設遺産を舞台とした体験型視察が実施される予定です。
これを契機に、熊本県内のかんがい施設の重要性が広く国
内外に情報発信されることが期待されます。

菊池のかんがい用水群が世界かんがい施設遺産に認定（熊本県）事例

鹿児島県

宮
崎
県

大
分
県

熊本県

菊池市

「菊池川全図」
資料：菊池市土地改良区

井手下り「イデベンチャー」
資料：菊池市土地改良区

認定された農業遺産やかんがい施設遺産を将来にわたって継承していくためには、これ
らを地域資源として活用し、地域の活性化と多面的機能に関する国民の理解の促進につな
げていくことが重要です。このため、各認定地域や認定施設では、認定を契機とした農産
物のブランド化や観光客の増加、教育活動等に積極的に取り組んでいます（図表3-4-
11）。
農林水産省では、認定地域や認定施設における取組の効果をより大きくするため、地域
や施設で構成する全国ネットワーク等を活用した地域活性化等の更なる展開に取り組むと
ともに、首都圏の電車内や駅構内における動画の紹介、イベントの開催・出展、SNSを
活用した情報発信等を通じて、制度に対する国民の理解と認知度の向上に取り組んでいま
す。
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	図表3-4-11	 世界農業遺産の認定を契機としたブランド化の取組

静岡県掛
かけ

川
がわ

周辺地域 緑茶ポップコーン
資料：菊

きく
川
がわ
市
し

大分県国
くに

東
さき

半島宇佐地域 ブランド認証米
資料：国東半島宇

う
佐
さ
地域世界農業遺産推進協議会

石川県能
の
登
と
地域では、ラグビーワールドカップで来日し

た外国人旅行者に、世界農業遺産に認定された「能
の
登
と
の里

さと

山
やま
里
さと
海
うみ
」の魅力を知ってもらうため、令和元（2019）年

９月17日から21日までの間、成田空港において、地域工
芸品の制作体験や、農泊施設等旅行先の紹介を行いました。
訪日外国人旅行者からは「ラグビー観戦で来日したが、
滞在期間中にレンタカーで能登に行ってみたい」、「景観が
良く、日本酒も飲んでみたい」と好意的な声が聞かれまし
た。

ラグビーワールドカップ開催期間の成田空港での情報発信（石川県）事例

富山県石川県
能登４市５町＊

＊ 能登４市５町は
七尾市、輪島市、
珠洲市、羽咋市、
志賀町、宝達志
水町、中能登町、
穴水町、能登町

外国人観光客に世界農業遺産を 
紹介

資料：「能登の里山里海」世界農業遺産
活用実行委員会
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第5節 鳥獣被害とジビエ

野生鳥獣をめぐっては、生息数の増加等により深刻な農作物被害が全国的に発生してお
り、また、車両との衝突事故や住宅地への侵入等の被害も問題となっています。一方で、
捕獲した有害鳥獣をジビエ 1として利用していくことで農山村における所得向上等が期待
されており、マイナスの存在であった有害鳥獣をプラスの存在に変えていく取組が進めら
れています。

（１）鳥獣被害の現状と対策

（野生鳥獣による農作物被害額は158億円）
平成30（2018）年度の野生鳥獣による
農作物被害額は158億円で、多いものか
ら、シカ、イノシシ、鳥類、サルによるも
のとなっています（図表3-5-1）。また、そ
の推移を見ると、被害防止対策の推進等に
より、年々減少傾向が続いています。しか
しながら、野生鳥獣による被害は営農意欲
の減退をもたらし、耕作放棄や離農の要因
になることから、数字として表れる以上に
農山村に深刻な影響を及ぼしています。

（ICTを利用した「スマート捕獲」の展開）
野生鳥獣による被害防止のため、鳥獣被
害防止特措法 2に基づき、平成31（2019）
年４月末時点で1,489市町村が鳥獣被害防
止計画を策定しています。そのうち1,198
市町村が鳥獣被害対策実施隊 3を設置して
おり、各市町村において様々な対策が行わ
れています（図表3-5-2）。
このような中、近年では、ICT4を利用

した「スマート捕獲」が注目されていま
す。例えば、わなにカメラを取り付け、そ
の映像をパソコンやスマートフォンで確認
することにより、わなの見回り労力の軽減
につなげています。また、わなに取り付け
たセンサーによって頭数や獣種を判別することにより、狙った獲物だけを捕獲することが
可能となります。これにより、１頭よりも複数頭を、幼獣よりも成獣を捕獲することがで
きるようになることから、作業効率が向上しています。

1	 フランス語で野生鳥獣肉のこと
2	 正式名称は「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」
3	 市町村長が任命または指名した隊員で構成され、鳥獣被害防止計画に基づく捕獲、防護柵の設置等の実践的活動を実施する組織
4	 用語の解説３（２）を参照

	 図表3-5-1	 野生鳥獣による農作物被害額

資料：農林水産省作成

55 55 51 51 48 47

76 65 60 56 55 54

13 13 11 10 9 8

20 20
20 19 20 19

36 38
35 35 32 29

199 191
176 172 164 158

0

50

100

150

200

250
億円

平成25年度
（2013）

30
（2018）

28
（2016）

イノシシ

サル
シカ

その他獣類
鳥類

	 図表3-5-2	 鳥獣被害防止計画の策定と鳥獣被害
対策実施隊の設置の状況

資料：農林水産省作成
注：各年４月末時点

1,401 1,428
1,443 1,458 1,479 1,489

864 986 1,073 1,140 1,183 1,198

0

500

1,000

1,500
市町村

平成26年
（2014）

31
（2019）

29
（2017）

計画策定 実施隊設置
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シカとイノシシの捕獲頭数は平成20（2008）年度からの10年間で２倍に増加してお
り、特に被害防止等を目的とした市町村長等の許可に基づく捕獲が増えています（図表
3-5-3）。継続的な対策により、全体として被害金額は減少傾向にあるものの、被害金額を
地域別に見ると、鳥獣の生息域の拡大や地域における対策の取組状況等により、被害が増
加している地域もあることから、引き続き、地域の実情に合わせた対策が必要となってい
ます（図表3-5-4）。

	 図表3-5-3	 シカ、イノシシの捕獲頭数

14 16 17 18 19 18 19 17 16 16 14
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15 20 23 27 34

40 42 42 45
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万頭
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平成20年度
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22 27 30
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41 4631 31

48

39
43 45

52 55
62

55
60

0

10

20

30

40

50

60

70
万頭

（シカ） （イノシシ）

資料：環境省「狩猟及び有害捕獲等による主な鳥獣の捕獲数」を基に農林水産省作成 
注：１）「その他」は、環境大臣、都道府県知事、市町村長による鳥獣捕獲許可の中の「被害防止」、「第二種特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣

の数の調整」、「指定管理鳥獣捕獲等事業」 
２）平成30（2018）年度は速報値

	 図表3-5-4	 野生鳥獣による地域別農作物被害金額
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千万円

資料：農林水産省「野生鳥獣による都道府県別農作物被害状況」  
注：都道府県の報告による（都道府県は、市町村からの報告を基に把握を行っている。）。 

285

第
3
章



（２）消費の広がるジビエ

（ジビエ利用量は前年度から15.8％増加）
捕獲した有害鳥獣を地域資源と捉え、ジビエとして有効活用することで、農山村の所得
が増加するとともに、捕獲意欲が向上し、農作物被害や生活環境被害の低減につながるこ
とが期待できます。
平成30（2018）年度に食肉処理施設において処理された野生鳥獣のジビエ利用量は、
前年度に比べ15.8％増加の1,887ｔとなりました（図表3-5-5）。
一方で、ジビエ利用率 1は、年々増加傾向にあるものの、平成30（2018）年度はシカ
で13％、イノシシで６％となっており、依然として低い水準にとどまっています（図表
3-5-6）。
また、野生イノシシのCSF2感染が確認されている地域ではジビエ利用ができなくなっ

ていることにより、食肉処理施設への影響も生じているため、シカの利用への転換等の対
策を進めるほか、野生イノシシにおける感染拡大防止の取組を進めています。

	 図表3-5-5	 ジビエ利用量

資料：農林水産省「野生鳥獣資源利用実態調査」
注：「その他」は、シカ・イノシシ以外の鳥獣の食肉、自家消費向

け等
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	 図表3-5-6	 シカ・イノシシのジビエ利用率

資料：農林水産省「野生鳥獣資源利用実態調査」、環境省「狩猟及び
有害捕獲等による主な鳥獣の捕獲数」を基に農林水産省作成 

注：捕獲数は、平成30（2018）年度は令和元（2019）年10月
時点の速報値（環境省調査）
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（処理加工体制の整備や関係者間の情報共有が重要）
ジビエ利用量を増加させるためには、食肉処理施
設の増設による受入れや処理加工能力の拡大のほ
か、車内で一次処理を行うことができ、遠方からで
も肉質を落とさずに搬入できるジビエカーの導入、
捕獲・搬送段階で適切な衛生処理ができる捕獲者の
育成等が重要です。また、未利用部位の活用や、
ペットフード等の食肉用途以外の活用の推進等に
よって、新たな需要が生まれることや処分コストが

1	 捕獲頭数全体に占める、ジビエ利用のために食肉処理施設で処理された野生鳥獣頭数の割合（シカ、イノシシ）
2	 用語の解説３（２）を参照

ジビエ利用拡大フォーラムの様子
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低減されることが期待されています。
また、ジビエは畜産物とは異なり、供給量や品質が安定しないことから、需要者が希望
するロットを確保できない場合もあるなど、その不安定さが流通の阻害要因となることが
あります。このため、捕獲、受入れ、処理加工、販売の各段階の情報を関係者が共有でき
るシステムを構築することにより、円滑な流通の実現を図る必要があります。例えば、長
野県長

なが
野
の
市
し
の長

なが
野
の
市
し
ジビエ加

か
工
こう
センターでは、ICTを活用し、識別番号による個体管理

を行うシステムによって、受入れ、処理加工、販売までのトレーサビリティの確保と在庫
管理を実現しています。
農林水産省では、ジビエ利用を更に拡大させるため、令和元（2019）年10月にジビエ
利用拡大フォーラム及びジビエペットフードシンポジウムを開催し、ジビエ利用モデル地
区における我が国の先導的モデルや、ジビエのペットフード利用に取り組む事業者等の優
良事例を行政機関や食肉処理施設、ペットフード業界等の関係者に広く紹介しました。

（消費者の安心確保に向けた国産ジビエ認証制度の運用）
ジビエの安全性の向上と透明性の確保を通じ
て、ジビエに対する消費者の安心と信頼を確保す
るため、農林水産省は平成30（2018）年５月に、
国産ジビエ認証制度を開始しました。
同制度は、厚生労働省が定める「野生鳥獣肉の
衛生管理に関する指針（ガイドライン）」に基づ
く衛生管理の遵守や、流通のための規格・表示の
統一を図る食肉処理施設を認証するもので、認証された食肉処理施設は、生産したジビエ
製品等に認証マークを表示して安全性をアピールすることができます。令和元（2019）
年度末時点では、14施設が認証を取得しており、更なる拡大が期待されます。

（需要拡大に向けてジビエプロモーションを展開）
シカ肉は低カロリーかつ高栄養価の食材として注目されており、アスリート食としての
消費の拡大も期待されています。
農林水産省は、ジビエの全国的な需要拡大に向けたプロモーションとして、ジビエを提
供している飲食店やイベント情報、国内消費者やインバウンド向け動画等の様々な情報を
Webサイト「ジビエト」で紹介しています（図表3-5-7）。
また、消費者がジビエ料理を食べる機会を創出するため、前年度に引き続き、令和元

（2019）年度も、全国の飲食店等でジビエメニューを提供する全国ジビエフェアを実施し
ました（図表3-5-8）。

★とにかく綺麗で高画質の写真を入手するよう努力すること
（最低でも × くらい）
（ページからはみ出ても ）

（依頼）
高画質の写真を貼付をお願いいたます。

ジビエ認証マークとジビエ商品（イノシシ）
資料：京丹波自然工房
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	 図表3-5-7	 ジビエ需要拡大のプロモーション動
画の例

資料：株式会社テレビ東京コミュニケーションズ

	 図表3-5-8	 全国ジビエフェアで提供されたジビ
エ料理の例

鹿肉バーガー
資料：株式会社ロッテリア

鹿肉のロースト
資料：株式会社レインズインターナショナル

捕獲したイノシシを処分するだけではなく、収入につな
げられないかとの思いから、石川県羽

は
咋
くい
市
し
では、平成27

（2015）年に食肉処理施設を整備し、捕獲したイノシシを
地域資源として活用する「のとしし大作戦」を開始しまし
た。平成29（2017）年には合同会社のとしし団

だん
を設立し、

ジビエの本格的な生産が始まりました。
ジビエを地域の特産品にするという目標の下、精力的な
営業により、地域の飲食店やスーパーといった通年の出荷
先を確保しているほか、同社によるぼたん鍋用の精肉はふ
るさと納税返礼品として登録され、好評を博しています。
このような活動が評価され、平成30（2018）年度には「ディ
スカバー農

む ら
山漁村の宝」のジビエグルメ賞を受賞しました。

富山県石川県

羽咋市

＜事例＞ 野生鳥獣の全頭搬入を目指す（鳥取県）

鳥取県若桜町
わかさちょう

の食肉処理施設わかさ
にく

工房
こうぼう

は、地域で捕獲された

野生鳥獣の全頭搬入を目指しており、捕獲者の研修や山中への保冷

車での集荷に取り組んでいます。全国の食肉処理施設の９割では、

シカの年間処理頭数が 頭以下にとどまっていますが、平成

（ ）年度には、同施設では約 頭の処理を実現しています。

また、鳥取県内のジビエの食肉処理施設として、平成 （ ）

年６月、初めて鳥取県 ＊適合施設の認定や、令和元（ ）年

７月、国産ジビエ認証を受けるなど、施設の衛生管理の高度化を図

っています。さらに、新たにジビエに取り組む食肉処理施設担当者

に対し、解体処理の研修を実施するなど、食肉処理施設をけん引す

る存在として期待されています。

＊鳥取県食品衛生条例に基づく による工程管理を行う施設、食品を認定する制
度。 は用語の解説３（２）を参照

解体処理の研修の様子
資料：鳥取県若桜町

地図

×

＜事例＞ ジビエを地域の特産品に（石川県）

捕獲したイノシシを処分するだけではなく、収入につなげ

られないかとの思いから、石川県羽咋市
は く い し

では、平成 （ ）

年に食肉処理施設を整備し、捕獲したイノシシを地域資源と

して活用する「のとしし大作戦」を開始しました。平成

（ ）年には合同会社のとしし団
だん

を設立し、ジビエの本格

的な生産が始まりました。

ジビエを地域の特産品にするという目標の下、精力的な営

業により、地域の飲食店やスーパーといった通年の出荷先を

確保しているほか、同社によるぼたん鍋用の精肉はふるさと

納税返礼品として登録され、好評を博しています。このよう

な活動が評価され、平成 （ ）年度には「ディスカバー

農山
む

漁村
ら

の宝」のジビエグルメ賞を受賞しました。

「ディスカバー農山漁村
む ら

の宝」
で「ジビエグルメ賞」を受賞

地図

×

「ディスカバー農
む ら
山漁村の宝」で

「ジビエグルメ賞」を受賞

ジビエを地域の特産品に（石川県）事例
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鳥取県若
わか
桜
さ
町
ちょう
の食肉処理施設わかさ2

にく
9工
こう
房
ぼう
は、地域で

捕獲された野生鳥獣の全頭搬入を目指しており、捕獲者の
研修や山中への保冷車での集荷に取り組んでいます。全国
の食肉処理施設の９割では、シカの年間処理頭数が500
頭以下にとどまっていますが、平成30（2018）年度には、
同施設では約2,300頭の処理を実現しています。
また、鳥取県内のジビエの食肉処理施設として、平成
29（2017）年６月には、初めて鳥取県HACCP＊適合施
設の認定を受け、令和元（2019）年７月には国産ジビエ
認証を受けるなど、施設の衛生管理の高度化を図っていま
す。さらに、新たにジビエに取り組む食肉処理施設担当者
に対し、解体処理の研修を実施するなど、食肉処理施設を
けん引する存在として期待されています。
＊	鳥取県食品衛生条例に基づくHACCPによる工程管理を行う施設、食品を認定する制度。HACCPは用語の解説３
（２）を参照

広
島
県

島
根
県

鳥取県

兵
庫
県岡山県

若桜町

解体処理の研修の様子
資料：鳥取県若桜町

野生鳥獣の全頭搬入を目指して（鳥取県）事例
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第6節 再生可能エネルギーの活用

太陽光、水力、バイオマス 1、風力等の再生可能エネルギーは、永続的な利用が可能で
あるとともに、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因となる温室効果ガス 2の排出を削減
するという優れた特徴を有し、我が国の農山漁村に豊富に存在しています。地域に新たな
収益や雇用をもたらし、農山漁村の活性化につなげるためにも、このような再生可能エネ
ルギーを最大限に活用していくことが必要です。

（再生可能エネルギー発電量の割合は16.9％に上昇）
エネルギー基本計画 3を踏まえた長期エネルギー需給見通し 4では、総発電電力量に占
める再生可能エネルギーの割合を令和12（2030）年度までに22から24％にする目標が
示されており、平成30（2018）年度は前年度から0.9ポイント上昇の16.9％となりまし
た（図表3-6-1）。また、その内訳を見ると、水力発電が810億kWh、太陽光発電が627
億kWh、バイオマス発電が236億kWh、風力・地熱発電が100億kWhとなっています。

	 図表3-6-1	 再生可能エネルギー発電の発電電力量と総発電電力量に占める割合

資料：経済産業省資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に農林水産省作成
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（農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画を策定した市町村は61に増加）
再生可能エネルギーの活用に当たっては、農山漁村が持つ食料供給機能や国土保全機能
の発揮に支障を来さないよう、農林地等の利用調整を適切に行うとともに、地域の農林漁
業の健全な発展につながる取組とすることが必要です。このため、農林水産省では、農山
漁村再生可能エネルギー法 5に基づき、市町村、発電事業者、農業者等の地域の関係者が
主体となって協議会を設立し、地域主導で再生可能エネルギー導入に取り組むことを促進

1、2	 用語の解説３（１）を参照
3	 エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギー政策基本法に基づいて策定された
計画

4	 エネルギー基本計画を踏まえた政策の基本的な方向性に基づいて施策を講じたときに実現されるであろう将来のエネルギー需
給構造の見通し。平成 27（2015）年７月経済産業省策定

5	 正式名称は「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」
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しています。
平成30（2018）年度末時点で、同法に基づく基本計画を作成し、再生可能エネルギー
の導入に取り組む市町村は、前年度に比べ14市町村増加の61市町村、発電設備の整備や
発電事業を実施している地区は12地区増加の67地区となりました。67地区の内訳を見
ると、バイオマス発電を行っている地区が27地区、太陽光発電を行っている地区が24地
区、風力発電を行っている地区が15地区となっています。

（農業水利施設を活用した発電により農業者の負担軽減を推進）
農業水利施設 1の敷地等を活用した太陽光発電施設、風力発電施設、農業用ダムや水路
を活用した小水力発電施設については、農業農村整備事業等により国、地方公共団体、土
地改良区が実施主体となって整備を進めています。平成30（2018）年度末時点で、太陽
光発電施設は117施設、風力発電施設は４施設、小水力発電施設は135施設が整備され
ています。これらの発電により得られた電気を自らの農業水利施設で利用することで、施
設の稼働に要する電気代が節約でき、農業者の負担軽減につながっています。

（営農型太陽光発電の導入が進展）
農地に支柱を立て上部空間に太陽光発電
施設を設置し、営農を継続しながら発電を
行う営農型太陽光発電の取組は年々増加し
ています。平成30（2018）年５月には促
進策 2を定め、更なる推進に努めています
（図表3-6-2）。

1	 用語の解説３（１）を参照
2	 下部農地で担い手が営農する場合や荒廃農地を活用する場合等の一時転用許可期間を、３年以内から 10年以内に延長

	 図表3-6-2	 営農型太陽光発電の取組面積、設備
を設置するための農地転用許可件数
（累計）
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資料：農林水産省作成
注：取組面積は、営農型太陽光発電設備の下部での営農面積
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宮城県気
け
仙
せん
沼
ぬま
市
し
でトマトを栽培している株式会社サンフ

レッシュ小
こ
泉
いずみ
農
のう
園
えん
では、ハウス内の暖房のために使用す

る重油や電気に掛かる経費の高騰が課題となっていたこと
から、ハウス脇の未利用農地でばれいしょの栽培を行い、
その上部に太陽光パネルを設置することで、営農型太陽光
発電の取組を始めました。
本取組で得られた電気はハウス内の暖房に利用されてお
り、年間600万円ほどの電気代削減につながっています。

営農型太陽光発電の取組により電気代を削減（宮城県）事例

山
形
県

秋田県 岩手県

宮城県

気仙沼市

電気代の削減が可能な 
営農型太陽光発電設備

（農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本方針を見直し）
農山漁村再生可能エネルギー法が施行後５年となることから、農林水産省は、同法の附
則に基づき、令和元（2019）年７月に「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能
エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針」の見直しを
行いました。
新たな方針では、SDGs1やパリ協定といった国際的な状況や、平成30（2018）年に自
然災害が多発したことを踏まえ、非常時に備えた農林漁業、食料産業や農山漁村における
エネルギー源の多層化の手段として、分散型エネルギーシステムの構築が重要としていま
す。また、営農型太陽光発電や木質バイオマス発電とそれに伴って発生する熱の利用等の
農山漁村固有の資源を活用した再生可能エネルギーの導入を促進することとしています。
さらに、農林水産省を始めとした関係府省は、農山漁村等の地域に合わせたエネルギーマ
ネジメントシステム（VEMS）等、地域経済循環につながる地産地消 2モデルの普及を進
めることとしています（図表3-6-3）。あわせて、これまでの地区数による目標設定を経済
規模による目標設定に改め、再生可能エネルギー発電を利用して地域の農林漁業の発展を
図る取組を行う地区の再生可能エネルギー電気・熱に係る収入等の経済規模を令和５
（2023）年度において、600億円にすることを目指していくこととしています。

1	 用語の解説３（２）を参照
2	 用語の解説３（１）を参照
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	 図表3-6-3	 農山漁村エネルギーマネジメントシステム（VEMS）のイメージ

（余白）白
書
掲
載
完
成
形

図表 輸出に向けた動植物検疫協議の手続の流れ

資料：農林水産省作成

福岡県みやま市
し
では、廃棄物を資源として活用すること

で、地域でエネルギーを作り出し、地域で消費するという、
地産地消型の資源循環のまちづくりを進めています。
平成30（2018）年に稼働を開始した同市のバイオマス
センター「ルフラン」では、家庭や食品工場等から排出さ
れた生ごみやし尿、汚泥等をメタン発酵させ、得られた電
力や熱を施設内で活用する取組を行っています。また、発
酵の際に残る消化液を液肥として地域の水稲、麦、菜種等
の栽培に利用し、液肥で育てた農産物を道の駅等で販売す
ることで、資源循環のわができています。さらに、施設の
敷地内にある廃校となった小学校を活用し、カフェや食品
加工施設、シェアオフィスを運営することで市民の集まる
場を提供しています。
これらの取組は地域における先進的な事例として注目を集めており、今後全国に波及して
いくことが期待されています。

エネルギーと食料の地産地消による資源循環のまちづくり（福岡県）事例

大分県

熊本県

佐賀県

福岡県
みやま市

みやま市バイオマスセンター 
「ルフラン」

資料：みやま市

（バイオマス産業都市に7市町村を追加）
地域に存在するバイオマスを活用して、地域が主体となった事業を創出し、農林漁業の
振興や地域への利益還元による活性化につなげていくため、関係府省が連携して、地方公
共団体等による計画策定や施設整備等の取組を支援しています。
また、関係府省は、経済性が確保された一貫システムの下、地域の特色を活かしたバイ
オマス産業を軸に、環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指す地域をバイオマ
ス産業都市として選定しています。令和元（2019）年度は７市町村が選定され、バイオ
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マス産業都市は全国で90市町村となりました。

（新たなバイオマス利用技術の開発が期待）
バイオマスを活用するためには、熱、ガス、燃料、化学品等に変換し、利用する技術が
必要です。このようなバイオマス利用技術については、平成24（2012）年に関係府省で
構成されるバイオマス活用推進会議で決定された「バイオマス利用技術の現状とロード
マップについて」の中で、その到達レベルを整理しています。令和元（2019）年５月に
はロードマップの見直しが行われ、７件の技術が新たに追加され、31件の技術が更新又
は見直しとなりました。本ロードマップに掲載された技術について、産学官における更な
る研究の推進、早期の実用化が期待されています。

北海道北
きた
見
み
市
し
の株式会社エース・クリーンは、新たなバ

イオマス利用技術の一つである亜臨界水処理技術を利用し、
地域の林業者から有償で仕入れたシラカバ等の残材から、
肉用牛向けの粗飼料である木質蒸

じょう
煮
しゃ
飼料を製造・販売し

ています。
亜臨界水処理技術とは、高温・高圧に保たれた容器内で
撹
かく
拌
はん
処理することで、有機物を効率的に分解する技術です。

一般的に木質バイオマスは、電気や熱を生み出すための燃
料として利用されますが、この場合、原料の含水率が歩留
まりに大きく影響します。一方で、本技術は、原料の含水
率にかかわらず、画一的に処理することが可能であること
から、残材のような含水率にばらつきの大きい原料であっ
ても効率的に利用することができます。
今後同社では、本技術を用いて地域に豊富に賦存する未利用資源を有効活用し、食料の供
給と林業の活性化、環境保全等、複数の視点から有益なビジネスモデルを確立することを目
指しています。

亜臨界水処理技術を利用し木質バイオマスから飼料を製造（北海道）事例

北海道

北見市

亜臨界水反応装置
資料：株式会社エース・クリーン

（畜産バイオマスの地産地消を推進）
家畜排せつ物をエネルギー利用する取組は、家畜排せつ物処理の円滑化や高度利用を通
じて、酪農・畜産における収益力強化につながることが期待されます。このため、畜産バ
イオマス地産地消緊急対策事業において、バイオガスプラント導入等の支援により、エネ
ルギーの地産地消の実現や、副産物を肥料等として複合的に利用する新たな経営モデルの
確立を推進しています。
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第7節 都市農業の振興

都市農業は、都市に近接した立地条件を活かした新鮮な農産物の供給、農業体験・学習
の場の提供、災害時の防災空間の確保、国土・環境の保全等、多様な役割を有していま
す。意欲ある農業者等による農業経営の拡大や市民農園の開設等による都市農地の有効活
用を促すことで、その振興を図っていくことが重要です。

（多様な機能を有する都市農業）
都市農業は、都市という消費地に近接し
ており、その特徴を活かした新鮮な農産物
の供給はもとより、農業体験・学習の場や
災害時の避難場所の提供、住民生活への安
らぎの提供等の多様な機能を有していま
す。
都市農業が主に行われている市街化区域
内の農地は、我が国の農地全体の２％と割
合は極めて低いものの、都市農家の戸数と
販売金額はそれぞれ全体の11％と８％を
占めています 1。
また、近年、緑地として良好な生活環境
を提供する機能や、東日本大震災を契機と
した防災の観点等から、都市農業に対する
都市住民の評価が高まっています。このよ
うな背景から、平成27（2015）年４月に
都市農業振興基本法が施行され、同法に基
づき策定された都市農業振興基本計画にお
いて、都市農地の位置付けが「宅地化すべ
きもの」から「都市にあるべきもの」へと
転換されました。農林水産省の調査による
と、都市農業・都市農地を残していくべき
と回答した都市住民は７割を占めています
（図表3-7-1）。

（都市農地における貸借が進展）
生産緑地制度は、良好な都市環境の形成
を図るため、市街化区域内の農地の計画的な保全を図るものです。生産緑地地区内の農地
の所有者は税制上の軽減措置を受けることができる一方、自らによる耕作が要件とされて
いました。市街化区域内の農地面積が一貫して減少する中、生産緑地地区の面積はほぼ横
ばいで推移しています（図表3-7-2）。

1	 農林水産省「平成 27年農林業センサス」、総務省「平成 29年固定資産の価格等の概要調書」等を基に農林水産省作成

	 図表3-7-1	 都市住民の都市農業・都市農地の保
全に対する考え方

どちらかと
いえば

宅地化すべき
7.1%

積極的に
宅地化すべき
2.9%

資料：農林水産省「都市農業に関する意向調査」
注：１）令和元（2019）年５月調査 

２）三大都市圏特定市の住民を対象に実施したWebアンケー
ト調査

３）回答数は2,000人

是非残して
いくべき
34.3%

どちらかといえば
残していくべき
36.7%

どちらとも
言えない
19.1%

保全すべき
71.0％

	 図表3-7-2	 市街化区域内農地面積

資料：総務省「固定資産の価格等の概要調書」、国土交通省「都市計
画現況調査」を基に農林水産省作成
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しかしながら、農業者の減少や高齢化が進行する中、都市に存在する農地についても、
所有者自らによる営農が困難な状況も生じてきています。このため、平成30（2018）年
９月に施行された「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」では、都市農地（以下「生産
緑地地区内の農地」をいう。）の所有者自らが営農を続ける代わりに、意欲ある農業者等
へ農地の貸付けが安心して行えるようになりました。また、これまでは企業やNPO1等が
都市農地において市民農園の開設を希望する場合には、地方公共団体等を経由して農地を
借り受ける必要がありましたが、同法により都市農地所有者から直接農地を借り受けるこ
とができるようになりました。
平成30（2018）年度末時点で、これらの制度の活用状況を見ると、貸借による耕作の
事業に関する計画については、４都府県で計22件、４万９千m2の農地について認定が、
市民農園開設については、７都府県で計20件、３万３千m2の農地について承認が行われ
ています 2。
また、生産緑地は生産緑地地区の指定から30年を経過すると市町村に買取り申出がで

きることとされています。令和４（2022）年には全国で指定された生産緑地地区の８割
が指定後30年を迎えますが、引き続き都市における農地を保全するため、平成30（2018）
年４月に生産緑地法が改正され、買取りの申出期間を10年延長できる特定生産緑地制度
が創設されました。
これらの法制度の創設により、税制上の軽減措

置を維持しつつ、営農や農地の活用が可能となる
ことから、国と地方公共団体では、都市農地所有
者に対し制度の認知向上を図るための説明会等を
行っています。

1	 用語の解説３（２）を参照
2	 農林水産省調べ

住宅街での田植えの風景（東京都町田市）
資料：東京都農業協同組合中央会
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第８節 農福連携の推進

近年、農業分野と福祉分野が連携して、障害者や生活困窮者、高齢者等の農業分野への
雇用・就労を促進する農福連携の取組が各地で盛んになっています。農福連携は、障害者
等の自信や生きがいを創出するとともに、農業分野においても働き手の確保のみならず、
生産の効率化や高品質な農産物生産につながる効果が期待される、両分野にとって利点の
ある取組です（図表3-8-1）。

（農福連携は農業者の収益性向上や障害者の工賃向上に効果）
農福連携により、障害者等の農業分野への雇用・就労を通じて、障害者等の活躍の場が

拡大し、農産物の付加価値の向上、障害者等の自立支援にもつながります。
一般社団法人日

にっ
本
ぽん

基金の調査によれば、障害者を受け入れた農業者の78％は５年前と
比較して年間売上額が上がったと回答しています（図表3-8-2）。また、障害者が人材とし
て貴重な戦力となっていること、営業等に充てる時間の増加、作業の見直しによる効率向
上といった副次的な効果があると回答しています（図表3-8-3）。

	 図表3-8-1	 農福連携のイメージ

「農」と福祉の連携（＝農福連携）

【福祉（障害者等）の課題】【農業・農村の課題】
・農業労働力の不足
・荒廃農地の発生 等

・障害者等の就労先の不足
・工賃の低迷 等

障害者等が持てる能力を発揮､それぞれの特性を活かした農業生産活動に参画

【農業・農村のメリット】
・農業労働力の確保
・農地の維持・拡大
・荒廃農地の防止
・地域コミュニティの維持 等

【福祉（障害者等）のメリット】
・障害者等の雇用の場の確保
・賃金（工賃）向上
・生きがい、リハビリ
・一般就労のための訓練 等

資料：農林水産省作成

	 図表3-8-2	 障害者を受け入れた農業者の５年前
と比較した年間売上増減

下がった
５経営体
（4%）

上がった
94経営体
（78%）

変わらない
21経営体
（18%）

資料：一般社団法人日本基金「平成30年度農福連携の効果と課題に
関する調査結果」を基に農林水産省作成 

注：１）障害者を雇用または福祉事業所等に農作業を委託してい
る350農家等を対象

２）回答数は120経営体
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	 図表3-8-3	 障害者を受け入れることによる効果
（単位：人、％）

障害者を受け入れることによる効果 回答者数 回答者に占める割合
人材として貴重な戦力 83 76
農作業の労働力確保によって営業等の時間が増えた 62 57
作業の見直しによる効率向上 46 42
経営規模の拡大 30 28
適期作業による品質の向上 27 25
人員の確保が容易になった 24 22
新たな農作物の栽培にチャレンジできるように 20 18
組織体制の見直しによる組織力向上 19 17
継続して農業を行っていく動機になった 19 17
従業員の士気向上 17 16
新たな販路開拓等につながった 12 11
人手の増加による作物の病気の早期発見、鳥獣害被害の防止 ７ ６
防除回数、防除にかかる経費の削減 ６ ６
その他 12 11

資料：一般社団法人日本基金「平成30年度農福連携の効果と課題に関する調査結果」を基に農林水産省作成
注：１）平成30（2018）年11月に、障害者を雇用または福祉事業所等に農作業を委託している350農家等を対象に実施

２）回答数は109経営体

また、農業に取り組んだ福祉事業所の89％は農業への取組によるプラスの効果があっ
たと回答し、58％が農産物（加工品）の年間売上高が５年前と比較して上がったと回答
しています（図表3-8-4、図表3-8-5）。また、79％が体力がついた、62％が表情が明るく
なったと回答しており、精神面、身体面への効果もうかがえます。さらに、過去５年間の
障害者の賃金・工賃についても、「増えてきている」と回答している事業所が全体の７割
以上を占めていることから、農業に参入することが障害者の工賃向上の一助になっている
ことがうかがえます（図表3-8-6）。

このように、働き手の不足に悩む農業者側と、安定した雇用の場や、それに伴う賃金や
生活の質の向上を求める障害者側のニーズが一致し、農業生産・農業経営の効率化が可能
となり、収益の向上につながっていると言えます。
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	 図表3-8-4	 農業に取り組んだ福祉事業所の農業
への取組によるプラスの効果

あり
624事業所
（89%）

なし
75事業所
（11%）

資料：一般社団法人日本基金「平成30年度農福連携の効果と課題に
関する調査結果」を基に農林水産省作成

注：１）平成30（2018）年11月に、農福連携に取り組んでいる
全国の1,911事業所を対象

２）回答数は699事業所

	 図表3-8-5	 農業に取り組んだ福祉事業所の５年
前と比較した年間売上増減

上がった
323事業所
（58%）

変わらない
151事業所
（27%）

下がった
82事業所
（15%）

資料：一般社団法人日本基金「平成30年度農福連携の効果と課題に
関する調査結果」を基に農林水産省作成

注：１）平成30（2018）年11月に、事業者自ら農業に取り組む
606の福祉事業所等を対象

２）回答数は556事業所

	 図表3-8-6	 過去５年間の障害者の賃金・工賃増減

資料：一般社団法人日本基金「平成30年度農福連携の効果と課題に
関する調査結果」を基に農林水産省作成 

注：１）平成30（2018）年11月に、農福連携に取り組んでいる
全国の1,911事業所を対象

２）回答数は696事業所

増えてきている
513事業所
（74%）

減ってきている
58事業所
（8%）

変わらない
112事業所
（16%）

分からない
13事業所
（2%）

（障害者とのコミュニケーションや作業時間の調整に課題）
一方で、障害者を雇用している農業者のうち、63％が障害者とのコミュニケーション

に課題があると回答していますが、その課題に対して、多くの農業者が、関係者からの情
報収集が重要である、日々障害者と接する中で徐々に理解が深まると回答しています

（図表3-8-7）。また、農閑期は作業が少なく、安定的な通年雇用にも課題が見られますが、
作業工程の細分化や販売・加工等への事業拡大等によって通年で作業を確保するなどの取
組が行われています。

さらに、福祉事業所に農作業を委託している農業者のうち67％は、農作業の時間と福
祉側の時間が合わない、福祉側が急な仕事に対応できないなど、スケジュール調整や人手
の確保に関して課題を感じていると回答しており、福祉事業所と直接相談し調整すること
で課題解決に取り組んでいます（図表3-8-8）。
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	 図表3-8-7	 障害者とのコミュニケーションに対
する課題の有無

資料：一般社団法人日本基金「平成30年度農福連携の効果と課題に
関する調査結果」を基に農林水産省作成

注：１）平成30（2018）年11月に、障害者を直接雇用している
48農家等を対象

２）回答数は35経営体

ない
13経営体
(37%） ある

22経営体
（63%）

	 図表3-8-8	 スケジュール調整、人手の確保に関
する課題の有無

資料：一般社団法人日本基金「平成30年度農福連携の効果と課題に
関する調査結果」を基に農林水産省作成

注：１）平成30（2018）年11月に、福祉事業所等に農作業を委
託している80農家等を対象

２）回答数は67経営体

ある
45経営体
（67%）

ない
22経営体
（33%）

（農福連携に取り組む農業者には拡大の意向あり）
このような課題はあるものの、全体として効果が大きいことから、障害者を雇用してい

る農業者の59％が雇用を拡大したいという意向を持っており、また、福祉事業所に農作
業を委託している農業者の63％が委託を拡大したいという意向を持っています（図表
3-8-9、図表3-8-10）。

	 図表3-8-9	 障害者の雇用に対する今後の意向

縮小したい
2経営体
（4％）

資料：一般社団法人日本基金「平成30年度農福連携の効果と課題に
関する調査結果」を基に農林水産省作成

注：１）平成30（2018）年11月に、障害者を直接雇用している
48農家等を対象

２）回答数は46経営体

拡大したい
27経営体
（59％）

現状維持
17経営体
（37％）

	図表3-8-10	 福祉事業所への委託に対する今後の
意向

資料：一般社団法人日本基金「平成30年度農福連携の効果と課題に
関する調査結果」を基に農林水産省作成

注：１）平成30（2018）年11月に、福祉事業所等に農作業を委
託している80農家等を対象

２）回答数は78経営体

拡大したい
49経営体
（63%）

現状維持
28経営体
（36%）

縮小したい
１経営体
（1%）

（農福連携等推進ビジョンを決定）
平成31（2019）年４月、議長を内閣官房長官、副議長を厚生労働大臣、農林水産大臣

とし、構成員として、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省の関係局長等、また
有識者として、先進的に農福連携に取り組まれている方、経済団体、農業団体、歌手グ
ループのT

ト キ オ
OKIOの城

じょう
島
しま

茂
しげる

さんも出席する農福連携等推進会議の第１回会議を開催しまし
た。この会議では、農福連携による農山漁村の再生への取組推進について、実効性のある
方策を検討しました。
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令和元（2019）年６月に開催された第２回会議
では、農福連携等推進ビジョンを決定しました。こ
のビジョンでは、農福連携を全国的に広く展開する
ため、農林水産省を始めとする関係省庁等の連携の
下、定量的なデータ収集・解析による農福連携のメ
リットの客観的な提示、国民全体に訴え掛ける戦略
的プロモーション、ワンストップで相談できる窓口
体制の整備、農業経営体と障害者就労施設のニーズ
をつなぐマッチングの仕組みの構築、障害者が働きやすい環境の整備と専門人材の育成、
各界の関係者が参加するコンソーシアムの設置等の取組を促進することとしています。ま
た、令和６（2024）年度までに農福連携に取り組む主体を新たに３千主体創出すること
を目標としています。これを踏まえ、経済団体等、幅広い関係者が参加する「農福連携等
応援コンソーシアム」が令和２（2020）年３月に設立され、今後、優良事例の表彰、横
展開等を推進していく予定です。

（農福連携推進に向けた政府等の取組）
このように、農福連携の取組への関心が高まる中、農林水産省及び厚生労働省 では、

平成31（2019）年３月に農業側と福祉側のマッチングをテーマとした農福連携推進
フォーラムを開催しました。また、一般社団法人日

に
本
ほん

農福連携協会は、令和元（2019）
年９月、持続可能な共生社会の実現に向けて、多分野の関係者を招き、基調講演、プレゼ
ンテーション、トークセッションを行うノウフクフォーラム2019を開催しました。こう
した機会は、農福連携に関心のある農業者や、これから農福連携に取り組みたい事業者に
とって、農福連携の現状や課題を知る場となり、農福連携の更なる推進が期待されます。

また、農林水産省では、農山漁村振興交付金の農福連携対策により、障害者等の雇用・
就労を目的とした農業用ハウスや加工施設の整備、障害者を受け入れる際に必要となる休
憩所や手すり等の安全施設の整備等、農福連携のために必要となる環境整備の取組を支援
しています。

さらに、地域活性化に取り組む多様な方々に農福連携の価値を知っていただき、地域の
方々がつながる場として農福連携推進ブロックセミナーを全国７か所で開催しました。

官邸に設置された
農福連携等推進会議
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障害者が農作業を円滑に行うためには、障害者の特性を
理解した上で、作業指示を分かりやすく障害者に伝えるこ
とが必要です。

そのため、農業者、福祉事業所の指導員、障害者の間を
取り持ち、障害者への分かりやすい指示の方法を農業者に
助言するとともに、農業者に代わって障害者に具体的に作
業指示を行うことにより、障害者の職場定着を支援する専
門人材の育成が重要です。

農林水産省では、令和２（2020）年度からそのような
専門人材を農福連携技術支援者と呼び、育成のためのガイドラインを設け、農林水産研修所
水戸ほ場等で育成研修を実施することとしています。

また、農山漁村振興交付金（農福連携対策）により、都道府県による農福連携技術支援者
の育成等の取組に対して支援をしています。

三重県では、一般社団法人と連携し、障害者が農園で働けるよう支援する専門人材を農業
ジョブトレーナーと称して、養成研修を実施し、農業者へのトレーナーの派遣等の取組を展
開しています。

農福連携の推進の鍵となる専門人材コラム

農業ジョブトレーナー実地研修
資料：三重県
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平成31（2019）年３月に、障害者が主要な生産行程に
携わって生産した農林水産物及びこれらを原材料とした加
工食品について、その生産方法及び表示の基準を規格化し
た「ノウフクJAS」が制定されました。

ノウフクJASは、障害者が携わった食品への信頼性を高
め、人や社会・環境に配慮した消費行動を望む購買層に訴
求するとともに、「農福連携（ノウフク）」の普及を後押し
することで、農業・福祉双方の課題解決のツールになるも
のです。

令和元（2019）年11月１日、登録認証機関（一般社団
法人日本基金）により、「ノウフクJAS」第１号として４
事業者が認証され、その後、令和２（2020）年３月まで
に10事業者が認証されました。

事業者名 府県市町名 事業内容

株式会社ウィズファーム 長野県松
まつ

川
かわ

町
まち

りんごやりんごジュース等の生産加工

株式会社ひだまり 長野県松
まつ

川
かわ

町
まち

りんごやりんごジュース等の生産加工

山
やま

城
しろ

就労支援事業所 ｢さんさん山城｣ 京都府京
きょうたなべし

田辺市 お茶やえび芋等の生産加工

特定非営利活動法人すまいる 愛知県春
か

日
すが

井
い

市
し

なすやオクラ等の生産

株式会社いずみエコロジーファーム 大阪府和
い

泉
ずみ

市
し

こまつなやきゅうり等の生産

株式会社サニーリーフ 滋賀県彦
ひこ

根
ね

市
し

ねぎやレタス等の生産

株式会社C
こ こ ろ
oCoRoファーム 宮崎県西

さい
都
と

市
し

ズッキーニやミニトマト等の生産

はーとふる川
かわ

内
うち

株式会社 徳島県阿
あ

波
わ

市
し

トマトの生産

株式会社アグリーンハート 青森県黒
くろ

石
いし

市
し

水稲、にんにく等の生産
社会福祉法人パステル多機能型事業所 
C
シーエスダブリュー

SWおとめ
栃木県小

お
山
やま

市
し

桑茶や桑うどんの加工

ノウフクJAS認証第１号

ノウフクJASの認証コラム

ノウフクJASマーク
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災害からの復旧・復興と 
防災・減災、国土強靱化等

第4章



第1節 令和元年度の災害からの復旧・復興

令和元（2019）年度も自然災害により我が国の農業基盤を揺るがす甚大な被害が発生
しました。発生した災害への対応として、令和元年房総半島台風（台風第15号）、令和元
年東日本台風（台風第19号）等では、早期に広い範囲で激甚災害に指定されることで、
被災農業者等の負担軽減が図られました。また、被災農業者が営農を継続するために必要
なきめ細かい支援対策を迅速に決定するとともに、査定前着工制度の活用促進や被災した
地方公共団体等への国の技術系職員（MAFF-SAT）の派遣等により、被災地の早期復旧
を全力で支援しました。

（１）近年多発する自然災害と農林水産業への被害状況

（農林水産関係の被害額は近年増加傾向）
近年、日本各地で地震や異常気象に伴う大規模な自然災害が頻発しています。令和元年
房総半島台風及び令和元年東日本台風は強い勢力を保ったまま本州に上陸し、農林水産業
に甚大な被害をもたらしました（図表4-1-1）。また、１時間降水量80mm以上の「猛烈
な雨」の発生回数も近年増加しています（図表4-1-2）。
これらに伴い、農林水産関係の被害額は近年増加傾向となっています。令和元（2019）
年は、全国で4,883億円の被害が発生し、平成30（2018）年に引き続き、東日本大震災
（２兆3,841億円）のあった平成23（2011）年を除くと過去10年で最大級の被害額とな
りました（図表4-1-3）。

	 図表4-1-1	 令和元年房総半島台風と令和元年東日本台風の台風経路図

資料：気象庁資料を基に農林水産省作成

（令和元年房総半島台風） （令和元年東日本台風）
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	 図表4-1-2	 1時間降水量80mm以上の年間発生回数（全国）

昭和50年
（1975）

55
（1980）

1976 ～ 1985年
平均約14回

約1.7倍増加 2010～ 2019年
平均約24回

60
（1985）

平成2
（1990）

７
（1995）

1,
30
0
地
点
あ
た
り
の
発
生
回
数
（
回
）

令和2
（2020）

27
（2015）

22
（2010）

17
（2005）

12
（2000）

資料：気象庁資料を基に農林水産省作成
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	 図表4-1-3	 過去10年の農林水産関係被害額

0

資料：農林水産省作成
注：令和２（2020）年4月末時点

30,000

26
（2014）

27
（2015）

28
（2016）

29
（2017）

30
（2018）

25
（2013）

24
（2012）

23
（2011）

億円

2,000

4,000

6,000

平成22年
（2010）

令和元
（2019）

3,214
2,585

5,138

東日本大震災
23,841

熊本地震
1,772

北海道胆振東部地震
1,145

933

27,055

1,890
2,008

3,126

1,107

4,358

2,460

6,282

4,883

（２）令和元年度発生災害による農林水産関係の被害状況

令和元（2019）年度においては、特に、６月下旬からの大雨、８月の前線に伴う大雨、
9月の房総半島台風、10月の東日本台風等において、農作物、農林水産関係施設等に大
きな被害が生じました（図表4-1-4、図表4-1-5）。
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	 図表4-1-4	 令和元（2019）年度の主な自然災害による農林水産関係の被害額
（単位：億円）

農業関係 林野関係 水産関係 合計
農作物等 農地・農業用

施設関係
６月下旬からの大雨 66.6 1.8 64.8 25.5 0.6 92.8
８月の前線に伴う大雨 171.3 47.8 123.5 53.2 0.3 224.8
令和元年房総半島台風 764.7 745.3 19.4 31.6 18.4 814.8
令和元年東日本台風等 2,505.6 404.4 2,101.3 806.7 133.8 3,446.2

資料：農林水産省作成
注：６月下旬からの大雨は令和元（2019）年９月20日現在、８月の前線に伴う大雨は令和元（2019）年12月５日現在、令和元年房総半

島台風は令和元（2019）年12月５日現在、令和元年東日本台風等は令和２（2020）年４月10日現在

	 図表4-1-5	 令和元（2019）年度の主な自然災害による農林水産関係の被害状況

時期 地域 主な特徴と被害

６月下旬からの大雨 ６月28日から
７月５日

北陸・東海・九州地方を
中心とした全国各地

・�九州南部地方を中心に一部地域では総降水量が
1,000mmを超えるなど記録的な大雨
・�各地で法面崩れ等の被害
・水稲、大豆、農業用ハウスの冠水等の被害

８月の前線に伴う大雨 ８月26日から
８月29日 九州北部地方

・�九州北部地方を中心に一部地域では総降水量が
600mmを超えるなど記録的な大雨
・�佐賀県の六角川水系の浸水に伴い周辺地域で水稲や
大豆等の冠水・水没等の被害
・�鉄工所からの油の流出に伴う農作物等への被害

令和元年房総半島台風 ９月９日 千葉県・茨城県

・�強い勢力で千葉県に上陸し、瞬間最大風速57メー
トルという猛烈な風を伴い、９日の未明から朝にか
けて千葉県・茨城県を北上
・�農業用ハウスの倒壊、果実の落果、露地野菜、水稲
の被害、風倒木等が発生し、被害額は815億円
・�主に千葉県内において、大規模かつ約１か月にも及
ぶ長期間の停電が発生し、生乳の廃棄や暑熱による
家畜の死亡等、酪農・畜産農家を中心に二次被害も
発生

令和元年東日本台風等 10月12日から
26日

関東・東北・�
北陸・東海地方を
中心とした全国各地

・�大型で強い勢力を保ったまま伊豆半島に上陸し、そ
のまま関東地方を通過した後、東北地方の東海上へ
・�数百キロにも及ぶ広い範囲で暴風雨が吹き、記録的
な大雨が関東・東北・北陸・東海地方を中心として
各地を襲う
・�記録的な大雨により７都県の47河川が氾濫し、66
か所において決壊が発生
・�河川決壊に伴う、農地や果樹園への流出土砂の堆
積、ほ場等への稲わらの堆積、農業用機械の損壊や
果樹・水稲の冠水・水没、収穫物への浸水等の被害
が発生し、被害額は2,506億円
・�各地で山腹崩壊等の山地災害が多数発生し、被害額
は807億円

資料：農林水産省作成
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流出した油が付着した稲（８月の前線に伴う大雨） 浸水したキュウリ（８月の前線に伴う大雨）

被災したガラスハウス（令和元年房総半島台風） 強風のため倒伏した水稲（令和元年房総半島台風）

冠水したりんご（令和元年東日本台風等） 堆積した稲わら（令和元年東日本台風等）

（３）令和元年度発生災害への対応

（迅速な被害把握に向けた人的支援）
近年、自然災害の多発と被害の甚大化に、被災地方公共団体の深刻な人員不足等もあい
まって、迅速な被害の把握や被災地の早期復旧に支障が生じている場合があります。
このため、農林水産省では、災害発生後に被災地方公共団体等へ速やかにリエゾンを派
遣し、迅速な被害の把握に努めています（図表4-1-6）。
令和元年房総半島台風では、台風上陸の翌日には、国の職員を被災地へ派遣したほか、
令和元年東日本台風等では、被災地方公共団体に延べ871人日のリエゾンを派遣しまし
た。
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	 図表4-1-6	 被災地方公共団体への人的支援の取組（令和元年東日本台風等）

資料：農林水産省作成

10月12日時点
（台風上陸前）

都道府県

区市町村

延べ人数
台風
上陸

人的支援

計

８名

０名

８名

10月13日時点
（台風上陸後）

都道府県

区市町村

延べ人数

計

55名

95名

150名

１月21日時点

都道府県

区市町村

延べ人数

計

489名

382名

871名

　被災地方公共団体に対し、迅速な被害の把握のため、地方農政局及び森林管理局からリエゾン派遣を実施
　令和元（2019）年10月12日（台風上陸前）から令和２（2020）年１月21日までの間に、被災地方公共団
体の状況に応じて、延べ871名の職員を派遣

（プッシュ型による食料支援）
政府は、８月の前線に伴う大雨、令和元年房総半島台風及び令和元年東日本台風に関
し、発災当初から、必要な食料等の物資が避難所等の被災者に速やかに行き届くようにす
るため、佐賀県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、長野県の７県に対し地域の
実情に応じてプッシュ型支援を行いました。
政府が支援した物資のうち食料及び飲料は、令和元年房総半島台風では、食料約30万
食、飲料約25万本となり、令和元年東日本台風では、食料約18万点、飲料約36万本と
なりました。

（早期かつ広い範囲で激甚災害を指定）
被災地方公共団体等からは、復旧・復興に迅速に取り組むため、激甚災害の指定が強く
望まれています。
このため、令和元（2019）年は、８月から9月の前線に伴う大雨 1、令和元年東日本台
風等について広い範囲で激甚災害に指定されました。また、被災地方公共団体等からは激
甚災害指定の早期化も強く望まれていたことから、平成30（2018）年では事前公表まで
１週間から２週間程度要していたところ、令和元年東日本台風では、発災から４日後に激
甚災害指定見込みの事前公表が行われました（図表4-1-7）。
これにより、被災地方公共団体等は財政面での不安なく、迅速に復旧・復興に取り組む
ことが可能になるとともに、農業関係では、農地・農業用施設、農林水産業共同利用施設
の災害復旧事業について、被災農業者等の負担軽減が図られました。

1	 台風第 10号、第 13号、第 15号及び第 17号の暴風雨を含む。
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	 図表4-1-7	 平成30（2018）年度、令和元（2019）年度発生災害における激甚災害指定

発生年度 災害名 発生日
激甚指定 事前公表 閣議決定 公布・施行

区分＊１ 対象 （発災からの日数）
平成30年度
（2018）

梅雨前線豪雨等
（うち平成30年
７月豪雨）

5.20～7.10
（6.28～7.8） 本激

農地・農業用施設、林道
農林水産業共同利用施設
公共土木施設

7.15
（７日間）

7.24
（16日間）

7.27
（19日間）

台風第19・
20・21号 8.20～9.5 早局

農地・農業用施設、林道
（６市町村）
農林水産業共同利用施設
（１町）
公共土木施設（３町村）

9.21
（16日間）

9.28
（23日間）

10.1
（26日間）

北海道胆
い
振
ぶり
東
とう
部
ぶ

地震 9.6 本激
農地・農業用施設、林道
農林水産業共同利用施設
公共土木施設（※9.13
時点では早局）

9.13※
（７日間）
9.21

（15日間）

9.28
（22日間）

10.1
（25日間）

台風第24号＊２ 9.28～10.1
本激 農地・農業用施設、林道

農林水産業共同利用施設 11.15
（45日間）

11.30
（60日間）

12.5
（65日間）

早局 公共土木施設（１町）
令和元年度
（2019）

梅雨前線豪雨等
（台風第３号、
第５号含む）

6.6～7.24 本激 農地・農業用施設、林道 8.22
（29日間）

9.6
（44日間）

9.11
（49日間）

８月から９月の
前線に伴う大雨
（台風第10号、
第13号、房

ぼう
総
そう

半
はん
島
とう
台風含む）

8.13～9.9 本激
農地・農業用施設、林道
（※9.6時点では早局）
農林水産業共同利用施設

9.6※
（７日間）
9.20

（11日間）
－ －

８月から９月の
前線に伴う大雨
（台風第10号、
第13号、房総
半島台風、第
17号含む）

8.13～9.24 本激 農地・農業用施設、林道
農林水産業共同利用施設

10.1
（７日間）

10.11
（17日間）

10.17
（23日間）

東
ひがし
日
に
本
ほん
台風 10.11～14 本激

農地・農業用施設、林道
農林水産業共同利用施設
公共土木施設

10.18
（４日間）

10.29
（15日間）

11.1
（18日間）

東日本台風、第
20号、第21号 10.11～26 本激

農地・農業用施設、林道
農林水産業共同利用施設
公共土木施設
湛水排除事業

11.19
（24日間）

11.29
（34日間）

12.5
（39日間）

資料：農林水産省作成
注：＊1　本激は、対象区域を全国として指定するもの。早期局地激甚災害（早局）は、対象区域を市町村単位で指定する局地激甚災害（局

激）のうち、査定見込額が明らかに指定基準を超えるもの。局激は通常年度末にまとめて指定される。本激と早局は災害発生後早期
に指定される。

＊２　台風第24号は、被害が特定の地域に集中せず、全国各地で中小規模の災害が発生しており、小さな被害の積上げに時間を要し、
ほぼ被害額が確定した時点で指定基準を超える結果となった。

（農林水産省緊急自然災害対策本部の設置）
令和元年東日本台風等の特に甚大な被害が発生した災害では、発災前から農林水産大臣
を本部長とする「農林水産省緊急自然災害対策本部」を開催し、テレビ会議システムを通
じて地方農政局長等から被害状況の情報を収集するとともに、発災後は、プッシュ型支援
や人的支援等に最優先に取り組みながら、現地調査、必要な対策について迅速に取りまと
めました。

（「被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケージ」の取りまとめ）
令和元年房総半島台風及び令和元年東日本台風等による被害を受けて、被災地のニーズ
や地域ごとの特性を踏まえつつ、被災者の生活・生業の再建に向け、令和元（2019）年
11月７日に緊急に対応すべき施策として「被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッ
ケージ」が政府（被災者生活支援チーム）で取りまとめられました（図表4-1-8）。この
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パッケージに基づき、被災農林漁業者の安心感を確保し、被災地方公共団体が安心して復
旧・復興に取り組めるよう、切れ目なく、予備費等の財政措置が講じられました。

	 図表4-1-8	 対策パッケージの主なポイント

主な支援内容

被災した果樹	
農家への支援

被害果樹の植替えや幼木の管理、果実が実るまで
の期間の収入を確保するための代替農地での営農
等を支援

被災した稲作	
農家への支援

保管していた米の浸水被害や稲わらの堆積、大規
模なほ場の浸水被害を踏まえ、稲作農家の次期作
への営農再開に向けた特別対策を実施

農業用機械等の
復旧支援

被災した農業用ハウス、農業用機械等の再建・修
繕を支援
特定非常災害に指定された令和元年東日本台風災
害については、園芸施設共済対象外の農業用機械
等の補助率を引上げ

グループ補助金
の活用

農林水産省が中小企業庁と連携し、福島県、宮城
県、栃木県、長野県の４県においては、農業分野
でのグループ補助金の活用も可能

資料：農林水産省作成

（「農林水産関係被害への支援対策」を迅速に決定し早期復旧を支援）
農林水産省では、令和元（2019）年度に発生
した自然災害のうち、被害が甚大であった山形県
沖の地震については令和元（2019）年７月に、
８月から9月の前線に伴う大雨と令和元年東日本
台風等については10月に、被災状況や現場の要
望等を踏まえながら、営農を継続するために必要
な「農林水産関係被害への支援対策」を迅速に決
定しました。これらの支援対策は、激甚災害指定
の範囲に合わせる形で広い範囲の大雨や台風が対
象になっているほか、各災害による被害の特徴等
を踏まえ、支援内容の充実が図られました。
支援対策決定後は、被災地に担当職員を派遣して、地方公共団体や農協等の関係者を対
象に説明会を開催するとともに、被災した農林漁業者を積極的に訪問して相談に乗るな
ど、支援対策の周知を図りました。
また、被災した地方公共団体等への国の技術系職員（MAFF－SAT）の派遣や地方公
共団体間の職員派遣の促進、民間コンサルタントの確保に向けた調整を行うなど、被災地
の早期復旧を人的・技術的な面から支援しました（図表4-1-9）。なお、令和元年東日本台
風等では、災害復旧事業の技術指導等を支援するため、国の技術系職員（MAFF－SAT）
を被災県へ延べ1,677人日派遣しました（図表4-1-10）。
さらに災害復旧事業では、被災した農地、農業用水路等の農業用施設の早期復旧を支援
するため、復旧を急げば次の作付けに間に合う場合等には、災害査定を待たずに復旧工事
に着手できる査定前着工制度の活用を促進しました。

ジ」が政府（被災者生活支援チーム）で取りまとめられました（図表 ）。このパッ

ケージに基づき、被災農林漁業者の安心感を確保し、被災地方公共団体が安心して復旧・

復興に取り組めるよう、切れ目なく、予備費等の財政措置が講じられました。

（農林水産関係被害への支援対策を迅速に決定し、早期復旧を支援

農林水産省では、令和元 年度に発生した自然災害のうち、被害が甚大であった山

形県沖の地震については令和元（ ）年 月に、８月から９月の前線に伴う大雨と令和

元年東日本台風等については 月に、被災状況や現場の要望等を踏まえながら、営農を継

続するために必要な「農林水産関係被害への支援対策」を迅速に決定しました。これらの

支援対策は、激甚災害指定の範囲に合わせる形で広い範囲の大雨や台風が対象になってい

るほか、各災害による被害の特徴等を踏まえ、支援内容の充実が図られました。

支援対策決定後は、被災地に担当職員を

派遣して、地方公共団体や農協等の関係者

を対象に説明会を開催するとともに、被災

した農林漁業者を積極的に訪問して相談に

乗るなど、支援対策の周知を図りました。

また、被災した地方公共団体等への国の

技術系職員（ － ）の派遣や地方公共

団体間の職員派遣の促進、民間コンサルタ

ントの確保に向けた調整を行うなど、被災

地の早期復旧を人的・技術的な面から支援

しました（図表 ）。なお、令和元年東

資料：農林水産省作成

図表 対策パッケージの主なポイント

主な支援内容

被災した果樹
農家への支援

被害果樹の植替えや幼木の管理、果実が実る
までの期間の収入を確保するための代替農地
での営農等への支援

被災した稲作
農家への支援

保管していた米の浸水被害や稲わらの堆積、
大規模なほ場の浸水被害を踏まえ、稲作農家
の次期作への営農再開に向けた特別対策を支
援

農業用機械等
の復旧支援

被災した農業用ハウス、農業用機械等の再
建・修繕の支援
特定非常災害等に指定された台風第19号災害
については、園芸施設共済対象外の農業用機
械等の補助率の引上げ

グループ補助
金の活用

農林水産省が中小企業庁と連携し、福島県、
宮城県、栃木県、長野県の４県においては、
農業分野でのグループ補助金の活用も可能

水稲の生産者（千葉県佐倉市）から、周辺ほ場から
流れてきた稲わらの堆積状況について説明を受け
る農林水産大臣（中央）

水稲の生産者（千葉県佐倉市）から、周辺ほ
場から流れてきた稲わらの堆積状況について

説明を受ける農林水産大臣（中央）
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	 図表4-1-9	 被災地の早期復旧に向けた人的・技術的な面からの支援

資料：農林水産省作成

MAFF-SAT
（農林水産省・サポート・アドバイスチーム）

財政措置：派遣先地方公共団体が負担（地方自治法）
　　　　　⇒実績額（給料、手当、旅費等）の８割を特別交付税で措置

○○県知事要請書
△△市長要請書
・広域協力の依頼
・追加経費への配慮等

農　林
水産省

コンサル
タント
協会等

個
別
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

派
遣

被災

都道
府県

総
務
省

（全国）都道府県・市町村

総務部局　林野・農業土木部局

連携 農林水産省依頼
（派遣実績を把握・公表等）

〔総務省による派遣スキーム（災害時）〕

被災
市
町
村

迅速な査定準備の実現

①　農林水産省の職員派遣

②　地方公共団体間の職員派遣の促進

契約

要請

周知・指導

被災地方公共団体等
被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大防
止、被災地の早期復旧、その他災害応急対策に
対する支援

③　大規模災害時の民間コンサルタント確保に向け
た対応

	図表4-1-10	 被災地方公共団体への技術的支援等の取組（令和元年東日本台風等）

資料：農林水産省作成

11月６日時点

林　野　庁

水　産　庁

延べ人数

技術的支援

計

108名

276名

35名

419名

　被害を受けた農地・農業用施設、森林・林業施設、水産関係施設等の早期復旧のため、国の職員を派遣し、技
術的助言や指導等を実施
　特に、水田や樹園地への流入土砂の撤去に係る、災害復旧事業の技術的指導のため、農業土木技術者を派遣（令
和元（2019）年11月６日以降、平均17名/日の技術者を派遣）

農村振興局

11月26日時点

林　野　庁

水　産　庁

延べ人数

計

168名

851名

35名

1,054名

農村振興局

１月21日時点

林　野　庁

水　産　庁

延べ人数

計

224名

1,418名

35名

1,677名

農村振興局

（４）令和元年度発生災害の復旧状況

（令和元年房総半島台風からの復旧・復興は着実に進展）
令和元年房総半島台風で被災した農業用ハウスについては、強い農業・担い手づくり総
合支援交付金の被災農業者支援型等により、早期の営農再開に向け、各地で事前着工が進
められました。
酪農・畜産関係については、台風に伴い発生した停電、道路交通事情の悪化等に伴い、
生乳廃棄が発生しましたが、生産者団体が中心となり、稼働している乳業工場への生乳の
配送調整を実施したほか、経済産業省の協力により電源車を配備したクーラーステーショ
ン１か所も復電しました。乳業工場では順次停電が解消し、稼働を再開しました。
このように、令和元年房総半島台風から、復旧・復興は着実に進展しています。農林水
産省では、被災した農業者の速やかな経営再開に向け、補正予算等を活用して支援を行い
ました。

（令和元年東日本台風等からの復旧・復興は着実に進展）
令和元年東日本台風等により土砂流入等があった水田のうち、土砂の流入量が多く災害
復旧事業を必要とする水田約2,100haについては、人的・技術的支援を行いながら、令
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和２（2020）年１月末までに災害査定が完了し、
順次工事の発注が行われています。その他の水田
約15,600haについては、農家の自力復旧や堆積
した稲わらの撤去、土づくり等を実施しました。
果樹の浸水被害については、土砂が多く堆積し
た園地において、水田と同様に令和２（2020）
年１月末までに災害査定が完了し、災害復旧事業
等による土砂撤去が進められたほか、長野県や福
島県等では、令和２（2020）年３月中旬までに、樹勢回復に向けた泥やごみの撤去、剪

せん

定
てい
等の作業が樹体を維持する全ての被災園地で実施されました。
このように、令和元年東日本台風等からの復旧・復興は着実に進展しています。農林水
産省では、被災した農業者の速やかな経営再開に向け、補正予算等を活用して支援を行い
ました。

稲わらの除去の様子（令和元年東日本台風等）
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第2節 防災・減災、国土強靱化と農業者等が行うべき備え

自然災害が頻発化・激甚化する中、今後も発生しうる災害に備えるため、農業・農村の
防災・減災、国土強

きょう
靱
じん
化対策の推進が喫緊の課題となっています。

農林水産省においては、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」等に基づ
き、農業水利施設 1、ため池等に係る強靱化対策を推進するとともに、農業保険への加入等
農業者自身が行うべき災害への備え等を行うよう取り組んでいます。

（１）防災・減災、国土強靱化対策の推進

（「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」等の推進）
頻発化・激甚化する自然災害への対応として、平成30（2018）年12月14日に閣議決
定された「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」に基づき、農業水利施設の
耐震化やため池の改修・統廃合、農業用ハウスの補強、治山施設の設置、路網整備や間伐
等の森林整備、漁港施設の地震・津波対策等による災害に強い農山漁村の創造を強力に推
進しています。
また、「国土強靱化基本計画」等に基づく強靱化対策を推進する上で必要となる予算の
確保にも努めており、農林水産省における令和元（2019）年度の国土強靱化関係予算
（当初）として、臨時・特別の措置1,207億円を含む6,392億円を確保しました（図表
4-2-1）。

	 図表4-2-1	 農林水産省の国土強靱化関連予算（当初）

令和元
（2019）

資料：内閣官房国土強靱化推進室公表データを基に農林水産省作成

億円
7,000

0
平成25年度
（2013）

26
（2014）

29
（2017）

28
（2016）

27
（2015）

30
（2018）

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

4,240 4,476 4,502 4,844 4,874 5,024 5,185

1,207
6,392

当初

臨時・特別の措置

（農業水利施設に関する緊急対策の実施）
農業用ダム、頭首工、排水機場等の基幹的農業水利施設を対象に、平成30（2018）年
度に緊急点検を実施し、災害発生時等の非常時に機能が失われるおそれがある施設につい
て、平成30（2018）年補正予算から緊急対策に着手しました。
令和元（2019）年度は、前年度に引き続き、施設の耐震化、管理設備・電源設備等の
整備、耐水対策等の緊急対策を実施しました。

1	 用語の解説３（１）を参照
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（ため池に関する緊急対策の実施）
平成30（2018）年７月豪雨において、多くのため池が被災したことを受け、平成30

（2018）年７から８月にかけて全国のため池を対象に緊急点検を実施しました。この点検
結果を踏まえ、令和２（2020）年度までに、対策の優先度が高い防災重点ため池約千か
所において、非常時にも機能や安全性を確保するために必要な堤体の改修等の緊急対策を
実施することとし、令和元（2019）年度においても対策を推進しました。

（防災重点ため池を再選定しため池対策を推進）
上述の全国ため池緊急点検の実施と併せて、ため池対策検討チームを立ち上げ、防災重
点ため池の新たな選定基準として、「決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在
し、人的被害を与えるおそれのあるため池」（平成30（2018）年11月13日公表）を定
め、令和元（2019）年５月末に63,722か所の防災重点ため池が再選定されました（図表
4-2-2）。
今後のため池対策としては、全ての防災重点ため池において、ため池マップ、緊急連絡

体制及び浸水想定区域図を令和２（2020）年度内を目途に整備するとともに、決壊した
場合に影響度が大きい防災重点ため池から、避難場所や避難経路を示したハザードマップ
の作成、堤体の改修やため池の統廃合等を進めることとしています（図表4-2-3）。

	 図表4-2-2	 新たな防災重点ため池の選定基準

資料：農林水産省作成

【防災重点ため池の選定基準】
　決壊した場合の浸水区域（以下「浸水区域」という。）に家屋や
公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池

＜具体的な基準＞
①　ため池から100ｍ未満の浸水区域内に家屋、公共施設等が
ある
②　ため池から100～500ｍの浸水区域内に家屋、公共施設等
があり、かつ貯水量1,000m3以上
③　ため池から500ｍ以上の浸水区域内に家屋、公共施設等が
あり、かつ貯水量5,000m3以上

④　地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都
道府県及び市町村が必要と認めるもの

	 図表4-2-3	 今後のため池対策

資料：農林水産省作成

耐震対策 豪雨対策
【総合的な整備】

緊急時の迅速な避難行動につなげる対策 施設機能の適切な維持、補強に向けた対策

整備工事

整備後
ハザードマップの作成

浸水想定区域図の作成

ため池マップの作成

緊急連絡体制の整備

ため池データベースの充実

地域防災計画等への位置付け

水位計等による監視体制の整備

ため池防災支援システムの活用

保全管理体制の強化

補 強 対 策

統廃合・容量縮小

（「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行）
農業用ため池については、築造年代が古く、豪雨や地震時に被災する例が多発していま
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す。また、権利者の世代交代が進み、権利関係が不明確かつ複雑になる事例や、管理組織
が弱体化している事例等から、日常の維持管理が適正に行われなくなることが懸念されて
います。このため、所有者等や行政機関の役割分担を明らかにし、農業用ため池の適正な
管理及び保全が行われる体制を整備することを目的として、「農業用ため池の管理及び保
全に関する法律」が令和元（2019）年７月１日に施行されました。
この法律では農業用ため池の所有者等に対し、農業用ため池の設置又は廃止の都道府県
への届出を義務付けるとともに、都道府県は農業用ため池に関するデータベースを整備
し、公表することとしています。また、都道府県は、決壊した時に周辺の区域に被害を及
ぼすおそれのある農業用ため池を「特定農業用ため池 1」に指定し、必要な防災工事の施行
命令や代執行を行うことができることとするほか、所有者が不明で適正な管理が困難な農
業用ため池については、市町村が管理権を取得できることとしています。

（２）災害への備え

（農業者自身が行うべき災害への備え）
自然災害等の農業経営のリスクに備える
ため、異常気象にも対応した品種や栽培技
術の導入、農業用ハウスの保守管理、農業
保険等の利用等に農業者自身が取り組んで
いくことが必要です。
農林水産省では、台風、大雪等により園
芸施設の倒壊等の被害が多発している状況
に鑑み、台風や積雪による被害の防止に向
けた技術指導のほか、園芸施設共済及び収
入保険への加入促進を重点的に行うなど、農業者自身が災害への備えを行うよう取り組ん
でいます（図表4-2-4、図表4-2-5）。また、園芸施設共済への一層の加入を進めるため、
集団での加入、小規模被害や耐用年数を大幅に超過した施設の補償範囲からの除外等によ
り、共済掛金を大幅に割引くパッケージを新たに導入し、加入者の掛金の負担軽減を図り
ました。さらに、国からの補助を受ける場合は、共済加入を要件とするなど加入促進に向
けた取組を行っています。

1	 特定農業用ため池の指定要件は、防災重点ため池の選定基準と同じであるが、国又は地方公共団体が所有するものは指定の対
象外である。

	 図表4-2-4	 農業者自身が行うべき災害への備え
の例

・　異常気象にも対応した品種や栽培技術の導入
・　農業用ハウスの保守管理や補強
・　低コスト耐候性ハウスの導入
・　農業保険等への加入
・　非常用電源の確保
・　事業継続計画（BCP）の策定
・�　都道府県病害虫防除所から発表される発生予察情報に
基づいた病害虫対策の実施
・�　台風接近等の場合は事前に農業用ハウスの被覆資材を
撤去・切断

資料：農林水産省作成
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	 図表4-2-5	 施設園芸における園芸施設共済及び収入保険への加入促進

収入保険施
設
内
農
作
物

○ 台風や洪水、大雪等の自然災害のほか、火災、車両の衝突
など幅広い事故を補償

○ 耐用年数を超えた施設も、再建築価額の最大４割を補償
（特約を付加すれば、最大６割）

施

設

園芸施設共済

令和元年６月（及び９月）の拡充内容

原則全ての農産物を対象に、自然災害による収量減少や価格低下等農業者の経営努力で避けられない
収入減少を広く補償

① 小規模被害を補償範囲から除外し掛金を下げる
② 耐用年数を大幅に超過した施設を補償範囲から除外し掛金を下
げる

③ 施設を補強（太いパイプに）すれば掛金を割り引く
④ JA等が一斉受付を行い、確実な集団加入が見込める場合に掛金を
割り引く

⑤ 令和元年９月に、小規模被害を補償範囲から除外できる上限を、
20万円/棟から100万円/棟まで拡大（共済掛金を最大で１割以下に）

〈共済金の支払（パイプハウスの場合）〉

80 76 72 68 64 60 56 52 48 44 40 40 40

4 8 12 16 20 24 28 32 36

20 20 20

0
10
20
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40
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

％

経過年数

耐用年数10年間

再
建
築
価
額
に
対
す
る
共
済
金
の
支
払
割
合

資産価値に応じた補償部分

復旧費用の補償部分

農業者の掛金
4.5万円　→　0.1 ～ 0.2万円

0
1
2
3
4
5

これまで 今後

万円

※経営規模：パイプハウス15a（全国平均）

資料：農林水産省作成

（家庭で行う災害への備え）
家庭では、大規模な自然災害等の発生に備え、
自身の身を守る上で当面必要となる食料や飲料水
を用意しておくことが重要です。家庭における備
蓄量は、最低３日分から１週間分の食品を人数分
備蓄しておくことが望ましいと言われています。
住
すみ
友
とも
生
せい
命
めい
保
ほ
険
けん
相互会社が令和２（2020）年３

月に公表したアンケートによると、非常用飲料水
又は食品を備蓄している人のうち、３日から６日
分と回答した人が飲料水にあっては52.9％、食
品にあっては54.4％となりました。また、７日分以上と回答した人は、飲料水にあって
は27.1％、食品にあっては25.2％となりました（図表4-2-6）。一方、防災対策を実施し
ていない人は29.7％に達しています。その理由は、「特になし」が45.5％、「何をしたら
よいかわからない」が26.3％、「つい先延ばしにしてしまう」が24.9％となっており、備
蓄への関心が低い層も存在します。
このため、農林水産省では、ローリングストック 1等、平素から食料の家庭備蓄を実践
しやすくする方法や、要配慮者を持つ家庭の実践方法をまとめた「災害時に備えた食品ス
トックガイド」と「要配慮者のための災害時に備えた食品ストックガイド」を作成し、家

1	 普段の食品を少し多めに買い置きしておき、賞味期限を考えて古いものから消費し、消費した分を買い足すことで常に一定量
の食品が家庭で備蓄されている状態を保つための方法

（家庭で行う自然災害への備え）

家庭では、大規模な自然災害等の発生

に備え、自身の身を守る上で当面必要と

なる食料や飲料水を用意しておくことが

重要です。家庭における備蓄量は、最低

３日分から１週間分の食品を人数分備蓄

しておくことが望ましいといわれていま

す。

住友生命保険相互会社が令和２（ ）

年３月に公表したアンケートによると、

非常用飲料水または食品を備蓄している

人のうち、３日から６日分と回答した人

が飲料水については ％、食品については ％となりました。一方、７日分以上と回

答した人は、飲料水については ％、食品については ％となりました（図表 ）。

一方、防災対策を実施していない人は ％に達しています。その理由は、「特になし」

が ％、「何をしたらよいかわからない」が ％、「つい先延ばしにしてしまう」が

％となっており、備蓄への関心が低い層も存在します。

このため、農林水産省では、ローリングストック法等、平素から食料の家庭備蓄を実践

しやすくする方法や、要配慮者を持つ家庭の実践方法をまとめた「災害時に備えた食品ス

トックガイド」と「要配慮者のための災害時に備えた食品ストックガイド」を作成し、家

庭備蓄の定着に取り組んでいます（図表 ）。また、東海農政局ではローリングスト

ック法の浸透に向け、「災害時の備蓄食品を活用したレシピ開発 第 回 親子クッキング

愛知学院大学」を開催しました。

図表 家庭における非常用飲料水、
非常用食品の日数別備蓄量の
割合 令和元 年）

図表 農林水産省「災害時に備え
た食品ストックガイド」で紹介
されている家庭での備蓄例

資料：住友生命保険相互会社スミセイ「わが家の防
災」アンケート を基に農林水産省作成

注 人（全国の男女各 人）を対象に、
令和元（ ）年 月９日から～ 日の
間で実施した アンケート
質問 及び において、非常用飲料水
の備蓄・非常用食品の備蓄と回答した者へ
の設問 資料：農林水産省作成

（単位：％）

１～２日
間分

３～６日
間分

7日間分
以上

非常用
飲料水

非常用
食品

東海農政局「災害時の備蓄食品を活用したレシピ開
発 第 回 親子クッキング 愛知学院大学」の様
子

東海農政局「災害時の備蓄食品を活用した 
レシピ開発（第３回）親子クッキング in 

愛知学院大学」の様子
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庭備蓄の定着に取り組んでいます（図表4-2-7）。また、東海農政局ではローリングストッ
クの浸透に向け、「災害時の備蓄食品を活用したレシピ開発	（第３回）親子クッキングin
愛知学院大学」を開催しました。

	 図表4-2-7	 農林水産省「災害時に備えた食品ス
トックガイド」で紹介されている家
庭での備蓄例

家 庭 備 蓄 の 例

必需品

１週間分/大人２人の場合

※１人１日およそ３L程度
　（飲料水＋調理用水）

水 ２L×６本×４箱

主食
エネルギー
炭水化物

主菜
タンパク質

副菜
その他
（適宜）

お好みのお
茶や清涼飲
料水なども、
あると便利！

カセットコンロ・
カセットボンベ×12本
※１人１週間およそ６本程度

米２Kg×２袋
※１袋消費したら１袋買い
　足す（１人１食75g程度）

カップ麺類×６個

乾麺（うどん・そば・そうめん・バスタ）
・そうめん２袋（300g/袋）
・パスタ２袋（600g/袋）

その他（適宜）
・LL牛乳
・シリアルなど

パックご飯×６個

レトルト食品
・牛丼の素、カレー等18個
・パスタソース６個

缶詰（肉・魚）
・お好みのもの18缶

・たまねぎ、じゃがいも等
日持ちする野菜類

梅干し、のり、乾燥わかめ等

野菜ジュース、果汁ジュース等

調味料
・砂糖、塩、しょうゆ、めんつゆ等

インスタントみそ汁や即席スープ

チョコレートやビスケット
などの菓子類も大事！

資料：農林水産省作成

	 図表4-2-6	 家庭における非常用飲料水、非常用
食品の日数別備蓄量の割合（令和元
（2019）年）

（単位：％）
１～２日間分 ３～６日間分 ７日間分以上

非常用
飲料水 20.0 52.9 27.1

非常用
食品 20.4 54.4 25.2

資料：住友生命保険相互会社「スミセイ「わが家の防災」アンケー
ト2020」を基に農林水産省作成

注：1）1,000人（全国の男女各500人）を対象に、令和元
（2019）年12月9日から10日までの間で実施したWeb
アンケート

2）質問3－1「この一年間で、ご家庭の防災対策で新たに
実施したことは何ですか。」及び3－2「一年以上前から、
ご家庭の防災対策で実施していることは何ですか。」にお
いて、非常用飲料水の備蓄・非常用食品の備蓄と回答し
た者への設問
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第3節 東日本大震災からの復旧・復興

平成23（2011）年３月11日に発生した東日本大震災では、岩手県、宮城県、福島県
の３県を中心とした東日本の広い地域に東

とう
京

きょう
電
でん

力
りょく

 福
ふく

島
しま

第
だい

一
いち

原子力発電所（以下「東電
福島第一原発」という。）の事故の影響を含む甚大な被害が生じました。

政府は平成23（2011）年７月に策定した「東日本大震災からの復興の基本方針」にお
いて、復興期間を令和２（2020）年度までの10年間と定め、被災地の復興に向けて取り
組んできました。取組により、復興は大きく前進し、地震・津波被災地域では、農林水産
関係インフラについて、復旧はおおむね完了し、復興の総仕上げの段階に入っています。
他方で、原子力災害被災地域においても、復興・再生が本格的に始まっていますが、避難
指示等の解除の状況等により、被災地域ごとの再建の状況は様々であり、復興の進展に伴
い、引き続き対応が必要となる事業や新たな課題も明らかになっています。令和元

（2019）年12月に閣議決定した「「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興
の基本方針」において、復興・創生期間後も被災地の復興に向けて取り組むこととしてい
ます。

（１）地震・津波による被害と復旧・復興

ア　農地の復旧・復興
（営農再開が可能な農地は93％に）

東日本大震災による農業関係の被害額は
9,049億円となっています（図表4-3-1）。
津波により被災した農地２万1,480haか
ら公共用地等への転用が見込まれるものを
除いた復旧対象農地１万9,760haについ
ては、除塩や畦

けい
畔
はん

の修復等の復旧が進めら
れており、令和２（2020）年１月末時点
では93％で営農再開が可能となりました

（図表4-3-2）。

	 図表4-3-2	 農地・農業用施設等の復旧状況

98

98

100

93

0 20 40 60 80 100％

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：１）令和2（2020）年1月末時点

２）農地は、農地転用が行われたもの（見込みを含む。）を除いた津波被災農地19,760haに対するもの（岩手県100%、宮城県99%、
福島県71%）

３）主要な排水機場は、復旧が必要な96箇所に対するもの（復旧事業実施中も含む。）
４）農地海岸は、復旧が必要な125地区に対するもの（復旧事業実施中も含む。）
５）農業集落排水施設は、被災した401地区に対するもの（復旧事業実施中も含む。）

	 図表4-3-1	 農林水産関係の被害の状況

区分 被害額 
（億円） 主な被害

農業関係 9,049
農地・農業用
施設等 8,414 農地、水路、揚水機、

集落排水施設等

農作物等 635
農作物、家畜、農業
倉庫、ハウス、畜舎、
堆肥舎等

林野関係 2,155 林地、治山施設、林
道施設等

水産関係 12,637 漁船、漁港施設、共
同利用施設等

合計 23,841

資料：農林水産省作成
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避難指示が解除された区域内の農地やまちづくり等の他の復旧・復興事業との工程調整
が必要な残りの農地についても、早期復旧に向けた取組が進められています。

（農地の復旧に併せたほ場の大区画化が進展）
岩手県、宮城県、福島県の３県では、地域の意向を踏まえ、復旧に併せた農地の大区画

化（整備計画面積8,230ha1）に取り組んでおり、令和元（2019）年度末時点で8,090ha
の大区画化が完了し、地域農業の復興基盤の整備が着実に進展しています。

農地整備事業の区域内に、防災集団移転促進事業により市町村が買い上げた住宅等の移
転元地が点在する場合、土地改良法の換地 2制度を活用することで、移転元地と農地をそ
れぞれ集団化することが可能となります。これにより、事業期間の短縮と効率的な土地利
用を実現できます。防災集団移転促進事業と連携した農地整備事業は令和元（2019）年
度末時点で、宮城県と福島県の10市町15地区で進められています。

イ　農業の復興
（先端的農業技術の現地実証研究、情報発信等を実施）

被災地域を新たな食料生産基地として再生するため、岩手県、宮城県、福島県の３県に
おいて、平成23（2011）年度から平成29（2017）年度にかけて、産学官連携の下、34
課題の農業・農村分野に関わる先端的で大規模な実証研究が行われました。

平成30（2018）年度からは、岩手県、福島県において新たな７課題の農業分野に関わ
る現地実証研究を行うとともに、岩手県、宮城県、福島県の３県に、これまでの実証研究
で得られた成果を現場に定着させるための拠点を設置しました（図表4-3-3）。各拠点で
は、それぞれオープンラボや展示ほ場を設置し、情報発信、技術指導等を行っています。

	 図表4-3-3	 現地実証研究の例

研究課題 概要

花きの計画生産・	
出荷管理システムの実証研究	
（福島県）

○ICTを活用した安定生産および開発技術の現地実証
○キク類の温湯処理技術や気象環境データ等に基づく適期病害
防除技術の開発

図表4-2-3
現地実証研究の例

研究課題

花きの計画生産・出荷管理システ

ムの実証研究（福島県）

○ICTを活用した安定生産および開発技術の現地実証

○キク類の温湯処理技術や気象環境データ等に基づく適期

  病害防除技術の開発

トルコギキョウの安定生産

原発事故からの復興のための放射

性物質対策に関する実証研究（福

島県）

○除染後農地における生産力の回復・向上、セシウム吸収

  抑制対策等に係る適切なカリ水準の設定

○農地の省力的な維持管理技術の開発
緑肥作物のすき込み

きゅうり産地の復興に向けた低コ

スト安定生産流通技術体系の実証

研究（岩手県）

○小規模施設や地域ニーズに対応した、施設栽培における

  低コスト環境制御システムの開発

○きゅうりの障害果（フケ果）の発生予測技術及び発生低

  減技術の確立 キュウリの障害果

概要

資料：農林水産省作成

トルコギキョウの 
安定生産

原発事故からの復興のための	
放射性物質対策に関する実証研究	
（福島県）

○除染後農地における生産力の回復・向上、セシウム吸収抑制
対策等に係る適切なカリ水準の設定

○農地の省力的な維持管理技術の開発

（農業分野でも「新しい東北」の創造に向けた取組を推進）

被災地域では、東日本大震災発生前から人口減少や高齢化、産業の空洞化等、全国の地

域が抱える課題が顕著に現れていました。このため、復興庁では、復旧・復興に取り組む

に当たり、単なる原状回復にとどめるのではなく、地方公共団体、企業、大学、 （ ）

等がこれまでの手法や発想にとらわれない新しい挑戦に取り組み、地域の諸課題の解決を

進める、「新しい東北」の創造に向けた取組を推進しています。

平成 （ ）年度から「新しい東北」復興ビジネスコンテストを開催し、被災地域に

おける地域産業の復興や地域振興に資する事業の表彰を行っています。令和元（ ）年

度においては、農業関係では、「地域を次の世代につなぐ」ことを理念として、地元小学生

向けの米作り体験活動に関与し、そのお米でできた焼酎を小学生が 歳になったときに渡

す等の活動を実施している合同会社ねっか（福島県只見町）が大賞を受賞しました（図表

）。また、「もったいない」「残る果物」をきっかけとして や持続性を目指したテ

ーマを追求し、地域企業との連携等の 次産業化を実現している株式会社やまがたさくら

んぼファーム（山形県天童市）が優秀賞を受賞しました。そのほか、農業関係では５つの

取組が企業賞を受賞しました。

さらに、平成 （ ）年度から、被災地域で進む「新しい東北」の実現に大きな貢献

をしている個人や団体を顕彰する、「新しい東北」復興・創生顕彰を実施しています。令和

元（ ）年顕彰においては、農業関係では、「顔の見える関係に風評被害はなし」との考

えの下、農業支援の仲立ちを行うとともに、相互の情報交換、助け合い、全国の消費者と

の交流の促進や、放射能対策を知る農業体験などの活動を行ってきた特定非営利活動法人

がんばろう福島農業者等の会が選定されました。

図表 現地実証研究の例

資料：農林水産省作成

計画名

花きの計画生産・出荷管理シス

テムの実証研究（福島県）

○ICTを活用した安定生産及び開発技術の現地実証
○キク類の温湯処理技術や気象環境データ等に基づく適期病
害防除技術の開発

トルコギキョウの安定生産

原発事故からの復興のための放

射性物質対策に関する実証研究

（福島県）

○除染後農地における生産力の回復・向上、セシウム吸収抑
制対策等に係る適切なカリ水準の設定
○農地の省力的な維持管理技術の開発

緑肥作物のすき込み

きゅうり産地の復興に向けた低

コスト安定生産流通技術体系の

実証研究（岩手県）

○小規模施設や地域ニーズに対応した、低コスト環境制御シ

ステムの開発

○きゅうりの障害果（フケ果）の発生予測技術及び発生低減

技術の確立
キュウリの障害果

概要

緑肥作物のすき込み

きゅうり産地の復興に向けた	
低コスト安定生産流通技術体系の	
実証研究（岩手県）

○小規模施設や地域ニーズに対応した、施設栽培における低コ
スト環境制御システムの開発
○きゅうりの障害果（フケ果）の発生予測技術及び発生低減技
術の確立

図表4-2-3
現地実証研究の例

研究課題

花きの計画生産・出荷管理システ

ムの実証研究（福島県）

○ICTを活用した安定生産および開発技術の現地実証

○キク類の温湯処理技術や気象環境データ等に基づく適期

  病害防除技術の開発

トルコギキョウの安定生産

原発事故からの復興のための放射

性物質対策に関する実証研究（福

島県）

○除染後農地における生産力の回復・向上、セシウム吸収

  抑制対策等に係る適切なカリ水準の設定

○農地の省力的な維持管理技術の開発
緑肥作物のすき込み

きゅうり産地の復興に向けた低コ

スト安定生産流通技術体系の実証

研究（岩手県）

○小規模施設や地域ニーズに対応した、施設栽培における

  低コスト環境制御システムの開発

○きゅうりの障害果（フケ果）の発生予測技術及び発生低

  減技術の確立 キュウリの障害果

概要

資料：農林水産省作成

キュウリの障害果
資料：農林水産省作成

1 整備計画面積は、大区画化に取り組む地区の計画面積の総計であり、大区画化の取組を行わない農地（端部の狭小農地等）も
一部含まれている。

2 用語の解説３（１）を参照
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（「新しい東北」の創造に向けた取組を推進）
被災地域では、東日本大震災発生前から人口減少や高齢化、産業の空洞化等、全国の地

域が抱える課題が顕著に現れていました。このため、復興庁では、復旧・復興に取り組む
に当たり、単なる原状回復にとどめるのではなく、地方公共団体、企業、大学、NPO1等
がこれまでの手法や発想にとらわれない新しい挑戦に取り組み、地域の諸課題の解決を進
める、「新しい東北」の創造に向けた取組を推進しています。

平成26（2014）年度から「新しい東北」復興ビジネスコンテストを開催し、被災地域
における地域産業の復興や地域振興に資する事業の表彰を行っています。令和元（2019）
年度においては、農業関係では、「地域を次の世代につなぐ」ことを理念として、地元小
学生向けの米作り体験活動に関与し、そのお米でできた焼酎を小学生が20歳になった時
に渡すなどの活動を実施している合同会社ねっか（福島県只

ただ
見
み

町
まち

）が大賞を受賞しました
（図表4-3-4）。また、「もったいない」「残る果物」をきっかけとしてSDGsや持続性を目
指したテーマを追求し、地域企業との連携等の6次産業化 2を実現している株式会社やま
がたさくらんぼファーム（山形県天

てん
童
どう

市
し

）が優秀賞を受賞しました。そのほか、農業関係
では４つの取組が企業賞を受賞しました。

さらに、平成28（2016）年度から、被災地域で進む「新しい東北」の実現に大きな貢
献をしている個人や団体を顕彰する、「新しい東北」復興・創生顕彰を実施しています。
令和元（2019）年顕彰においては、農業関係では、「顔の見える関係に風評被害はなし」
との考えの下、農業支援の仲立ちを行うとともに、相互の情報交換、助け合い、全国の消
費者との交流の促進や、放射能対策を知る農業体験等の活動を行ってきた特定非営利活動
法人がんばろう福

ふく
島
しま

、農
のう

業
ぎょう

者
しゃ

等
とう

の会
かい

が選定されました。

1 用語の解説３（２）を参照
2 用語の解説３（１）を参照
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	 図表4-3-4	 「新しい東北」復興ビジネスコンテスト2019の受賞者（抜粋）

団体名 事業概要

大賞

合同会社ねっか
（福島県只

ただ
見
み
町
まち
）

「田園風景を次世代に。米農家がつくる世界一和食に合う米焼酎」

福島県が誇る日本酒の醸造技術を活用して香り高い米焼酎を製造販売する事業。お酒
の全量を自社米のみで作る点が特徴であり、JGAPの認証も取得。「地域を次の世代
につなぐ」ことを理念として、地元只見町の小学生向けの米作り体験活動に関与し、
そのお米でできた焼酎を小学生が20歳になったときに渡すなどの活動を実施。地産
地消、地域貢献、将来への継承といったストーリー性がわかりやすいこと、和食にあ
う品質の追求やメディア展開等の戦略的な販売計画等の検討により、将来的に更に魅
力ある事業として成立する可能性を高く評価された。

優秀賞

株式会社やまがたさくらんぼファーム
（山形県天

てん
童
どう
市
し
）

「もったいないを６次産業化と観光農業で解決！収益力カイゼン事業」

６次産業化と観光農業を組合わせた様々な体験プランを企画し、相乗効果により収益
を改善する事業。収穫されずに廃棄されるさくらんぼの果汁を利用してソフトクリー
ムやパフェ、リキュール等に商品化。来園者に収穫体験を行ってもらうことで、後継
者不在の農地活用を可能としている。明確な意思を持って「もったいない」「残る果
物」をきっかけとして事業化している点や、SDGsや持続性を目指したテーマを追求
している、地域企業との連携や地元貢献を実現している点、アグリツーリズム等各種
の新しい事業展開を積極的に実行している点が高く評価された。

企業賞

ふくしま農
のう
家
か
の夢

ゆめ
ワイン株式会社

（福島県二
に
本
ほん
松
まつ
市
し
）

「ワイナリーから始まる食・人・農のあるまちづくり事業」

阿武隈山地の地の利を活かし、ツアー受け入れやイベント開催等を通じて活気のある
まちづくりを目指す事業。ワイナリー、ブドウ栽培農家、有機野菜栽培農家、農家民
宿、道の駅等全てが繋がり、人が流れるまちづくりを展望

企業賞

有限会社柏
かしわ
崎
ざき
青
せい
果
か

（青森県おいらせ町
ちょう
）

「世界へ羽ばたく「青森の黒ニンニクⓇ」～海外20カ国への展開と復興～」

青森県の主力野菜であるニンニクを黒にんにくへ加工し、国内及び海外向けに販売す
る事業。同業者10社で青森県黒にんにく協会を組織し、世界黒にんにくサミットを
開催。効果として、全米450店超を含め、海外20カ国への輸出に成功

企業賞

有限会社大
おお
島
しま
屋
や

（福島県白
しら
河
かわ
市
し
）

「福島から「幻の蒟蒻芋」復活・コラボレーションプロジェクト」

在来種のこんにゃく芋「和玉」で昔ながらの製法で生蒟蒻を作ることを通じて、絶滅
寸前の在来こんにゃくの存在とその品質の高さを伝える事業。白河実業高校農業科と
連携し、学生の製造・販売体験を通した教育実習に貢献し、人材育成の一端を担う取
り組みを開始

企業賞

株式会社富
ふ
久
く
栄
えい
商
しょう
会
かい

（福島県郡
こおり
山
やま
市
し
）

「日本の誇る福島県の米、日本酒、山塩を使った自家製ビーントゥバーチョコレート
の開発」

珈琲で培った焙煎技術を応用し、生カカオからビーントゥバーチョコレートを自社で
一貫製造する事業。福島県郡山市のウイスキーメーカーとコラボしたウイスキーボン
ボンチョコレートにより、地元ウイスキーの存在を大きくPR。福島県の米、日本酒、
山塩等の商品とのコラボレーションも展開中

資料：復興庁「「新しい東北」復興ビジネスコンテスト2019受賞一覧」を基に農林水産省作成

（２）東京電力福島第一原子力発電所事故の影響と復旧・復興

ア　原子力被災12市町村の復興
（原子力被災12市町村の営農再開等の状況）

農林水産省は、福島県の農業の再生に向けて、福
ふく

島
しま

相
そう

双
そう

復
ふっ

興
こう

官民合同チームの営農再開
グループに参加し、地域農業の将来像の策定を支援しています。平成29（2017）年４月
からは、農業者訪問による要望調査や支援策の説明を行っています。要望調査の結果、ア
ンケートに回答した原子力被災12市町村 1の農業者のうち、認定農業者 2では62％が営農
再開済となり、23％が営農再開を希望すると回答しており、営農再開への意欲が高い状
況となっています。一方、主に認定農業者以外の農業者を対象とした個別訪問において
は、57％が営農再開未定又は再開意向なしと回答しており、担い手の確保が重要な課題
となっています（図表4-3-5）。

1 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
2 用語の解説３（１）を参照
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	 図表4-3-5	 原子力被災12市町村の農業者の営農再開状況及び意向

資料：農林水産省作成
注：福島相双復興官民合同チーム営農再開グループにおいて、平成29（2017）年４月から令和元（2019）年12月までに農業者1,774者

を訪問（再訪問を含む） 

認定農業者の
回答状況

合計
708者

回答あり
73.7％（522者）

回答あり
17.0％

（1,774者）

営農再開済
61.7％（322者）

営農再開を希望
23.4％（122者）

再開未定又は
再開意向なし
14.9％（78者）

営農再開済
29.2％（518者）

営農再開を希望
13.9％
（247者）

再開未定又は再開意向なし
56.9％（1,009者）

未回答
26.3％
（186者）

未回答
83.0％（約８千者）

合計
522者

合計
1,774者

回答者の
意向

個別訪問農家
の回答状況

回答者の
意向

表　個別訪問農家のうち再開未定又は再開意向なしの農業者（1,009者）の農地の活用意向
割合

既に出し手となっている
出し手となる意向あり
出し手となる意向なし
耕作予定のない農地なし

８%
73%
７%
７%

85者
739者
72者
75者

課題（理由） 者数

また、原子力被災12市町村間でも避難指示解除の時期により営農再開率に差が生まれ、
二極化が進んでいます。営農再開割合の高い市町村は、「人・農地プラン」の作成や農業
委員会の活動が進んでいる一方、営農再開割合の低い市町村はそれらの活動が停滞してお
り、集中的に対策を講じる必要があります。

さらに、農地については、営農休止面積１万7,298haから、帰還困難区域（2,040ha）
と農地転用等（1,440ha）を除いた１万４千haのうち、6,590haは農地復旧・整備が実
施・検討されていますが、検討中の地域においては、帰還率が低く、農地復旧・整備の実
施に向けた調整が課題となっています。

残りの7,230haについては、基盤整備が未実施の条件の悪い農地で不在地主化が進ん
でいること、整備済みの農地であっても将来の営農展開に合わせた再整備が必要となるこ
とといった新たな課題が見えてきました（図表4-3-6）。

	 図表4-3-6	 原子力被災12市町村の農地の整備状況

17,298ha（H23.12時点）

資料：農林水産省作成 

原子力被災12市町村の農地の復旧・整備

津波被災地の農地整備
（約2,850ha） 営業休止面積

農地復旧
約

1,140ha

農地復旧
＋

整備
約1,710ha

農地整備
約3,740ha

水路や小規模な整備
約3,500ha

その他
約3,730ha

農地転用等
約1,440ha

帰還困難区域
約2,040ha

農業再生の加速化のための農地整備
（約5,450ha）

　農家の帰還状況等を踏まえ、担い手の確
保と持続的経営が可能となる農地の大区画
化・汎用化を行い、高収益作物への転換や
生産性の向上を促進

※福島県による各市町村聴き取りを基に集計
※特定復興再生拠点で実施予定のほ場整備面積は「農地復旧＋整備」
　「農地整備」の内数
※農地転用等面積のうち、太陽光発電施設への転用は731ha

農家の帰還状況等を踏まえ、きめ細かなほ場
レベルの整備を支援
（暗きょ排水、畦畔除去、客土等）
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（大規模で労働生産性の著しく高い農業経営の展開へ）
このような課題の解決に向けて、これまで行ってきた被災農業者への支援を引き続き継

続して営農再開を促進しつつ、大規模で労働生産性が著しく高い農業経営（土地利用型農
業、管理型農業）の展開を図る必要があります（図表4-3-7）。このため、将来の担い手の
確保、関係機関が連携した営農再開推進チームの編成、市町村を越えた広域的な高付加価
値化が可能な産地の将来像の策定を進めています。また、このような農業経営の展開に向
けては、一筆ごとの土地利用調整が必要であるため、令和２（2020）年度からは、農林
水産省から常駐職員を原子力被災12市町村へ派遣した上で、農林水産省、福島県、市町
村、福島相双復興推進機構、農協が連携し、市町村が行う営農ビジョンの策定から具体化
までの支援を進めていくこととしています。さらに、営農再開の加速化に向け、農地の利
用集積の促進、6次産業化施設の整備の促進、農業委員会の事務の特例等の措置を講じる
こととする福島復興再生特別措置法の改正を含む、復興庁設置法等の一部を改正する法律
案が令和２（2020）年３月に国会に提出されました。

	 図表4-3-7	 大規模で労働生産性の著しく高い農業経営の展開

資料：農林水産省作成 

【従来】これまで行ってきた被災農業者への支援等によって
引き続き営農再開を推進

　　+
【今後】
○　土地利用型農業
　・生産から加工に至るまで、機械・施設の整備を支援
　　（企業による営農再開も対象）
　・ロボットトラクタ、収穫コンバイン等のICTを活用し
た大規模で労働生産性の著しく高い農業の実現

○　管理型農業
　自動で、温度、CO₂、水分等を管理できるICTを活用し
　た花き栽培等風評にも強い施設園芸等の横展開

現在営農再開している事例のように、地域の農業ビジョン、人・農地プラン等の土地利用調整が必須

各機関が連携

農林水産省 福島県 市町村 福島相双復興推進機構 JA

土地利用型農業と管理型農業を核とした営農再開 福島県の農業の未来像

ロボトラ、収穫コンバインの導入
先端技術の実証研究と技術導入

ほ場整備（大区画化、パイプライン、FOEAS等）

（復興公営住宅）（太陽光パネル）

Ｄ牧場Ｅ法人

個人

個人

個人
個人

個人

個人

個人
個人

個人

個人

Ａ機械利用組合

Ｂ生産組合

Ｃ生産組合

個人
Ｃ生産組合

(株)Ｆ

大規模稲作

施設園芸

スマート農業

人工衛星
（みちびき等）

＋

＋

（令和元年度は４つの研究開発を実施）
東日本大震災、東電福島第一原発の事故によって多大な影響を受けた福島県浜通り地域

においてイノベーションによる産業基盤の再構築を目指す「福島・国際研究産業都市（イ
ノベーション・コースト）構想研究会報告書」が平成26（2014）年6月に取りまとめら
れました。本報告書では、革新的な先端農林水産業を全国に先駆けて実施することを通じ
て、地域の農林水産業の復興・再生を実現することとされています。

これを受けて、農林水産省では福島イノベーション・コースト構想に基づく先端農林業
ロボット研究開発事業を平成28（2016）年度から実施しており、これまでロボットトラ
クタ、アシストスーツ等の研究開発を行ってきました。令和元（2019）年度は、ブロッ
コリー自動選別収穫機、高品質米生産管理技術、農地地力の見える化技術、ICT活用に
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よる和牛肥育管理技術の研究開発が行われました（図表4-3-8）。

	 図表4-3-8	 令和元（2019）年度「福島イノベーション・コースト構想に基づく先端農林業ロボット研
究開発事業」の研究開発例

資料：農林水産省作成

【ブロッコリー
自動選別収穫機】 【高品質米生産管理技術】 【農地地力の

見える化技術】

少人数で大面積栽培が可能な
機械化体系の確立を実現

衛星画像の解析から効率的な
水稲の生産管理を実現

地力の向上とバラツキ改善
を実現

地力のバラツキを「見える
化」したほ場のイメージ図

令和２（2020）年度に完了予定の開発・実証課題（H30～ R2）

（「特定復興再生拠点区域」の状況）
東電福島第一原発の事故に伴い設定された避難指示区域は、除染やインフラ整備等が進

んだ結果、令和２（2020）年３月までに、帰還困難区域を除いた全ての地域で避難指示
が解除されました（図表4-3-9）。

また、平成29（2017）年５月に改正された福島復興再生特別措置法において、５年を
目途に避難指示を解除し、住民の帰還を目指す「特定復興再生拠点区域」の復興・再生を
推進するための計画制度が創設され、平成30（2018）年５月までに、帰還困難区域が存
在する全6町村 1が認定されました。全ての復興再生計画で農業の再生を目指した区域が
設定されており、今後、本計画に基づき、インフラの復旧、生活環境の整備、産業の復
興・再生、除染・家屋解体等が進められていきます。

1 双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村
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	 図表4-3-9	 避難指示区域の解除の状況
平成25（2013）年８月（区域設定時） 令和２（2020）年３月時点

資料：原子力災害対策本部資料を基に農林水産省作成 

伊達市

田村市

田村市

富岡町 富岡町

福島第二
原子力発電所

福島第一
原子力発電所

福島第二
原子力
発電所

福島第一
原子力
発電所

楢葉町
楢葉町

広野町
広野町

大熊町 大熊町

双葉町
双葉町

20km
20km

川内村 川内村

いわき市
いわき市

川俣町

浪江町

浪江町

南相馬市

南相馬市

飯舘村

葛尾村
葛尾村

凡例
帰還困難区域
居住制限区域
避難指示解除準備区域 伊達市

川俣町
飯舘村

帰還困難区域

旧避難指示解除準備区域
JR常磐線（2020年３月14日全線開通）

※JR常磐線の線路、双葉駅（双葉町）、大野駅
（大熊町）、夜ノ森駅（富岡町）の駅舍及び周辺
の道路等は避難指示を解除

旧居住制限区域

凡例

イ　風評の払拭に向けた取組等
（農畜産物の安全確保の取組）

市場で放射性物質の基準値を下回る農畜産物のみが流通するように、生産現場では放射
性物質の吸収抑制対策、暫定許容値以下の飼料の使用等、それぞれの品目に合わせた取組
が行われています。このような生産現場における努力の結果、基準値超過が検出された割
合は、全ての品目で平成23（2011）年以降低下しており、令和元（2019）年度では、
全ての農畜産物において基準値超過はありませんでした。

福島県では、作付制限、放射性物質の吸収抑制、抽出検査等の対策とともに、米につい
ては全域で全袋検査が実施されています（図表4-3-10）。
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	図表4-3-10	 令和元（2019）年産米の作付制限等の対象地域

資料：農林水産省作成 

作付制限
作付・営農は不可。

作付再開準備
管理計画を策定し、作付再開に向
けた実証栽培等を実施。

農地保全・試験栽培
除染後農地の保全管理や市町
村の管理の下で試験栽培を実施。

福島第一原子力発電所
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（「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略｣ に基づく取組のフォローアップを実
施）
福島県産の食品は放射性物質検査の徹底により安全が確保されています。また、風評の

払拭と信頼される産地づくりに向け、第三者認証GAP1の取得を進めています。福島県と
福島県農業協同組合中央会は平成29（2017）年５月に、GAP認証の取得日本一を目指
す「ふくしま。GAPチャレンジ宣言」を行っており、福島県の発表によれば、令和元

（2019）年度末時点で、GLOBALG.A.P.227件、ASIAGAP3７件、JGAP4162件及び
FGAP573件となっています。

他方、消費者庁が令和２（2020）年３月に公表した消費者の意識調査 6によると、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10.7％となり、調査開始以来
最低の水準となったものの、依然として一定数の方が購入をためらうと回答しています。

復興庁及び関係府省庁は、平成31（2019）年４月及び令和元（2019）年11月に「原
子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース」を開催し、平成29（2017）
年12月に取りまとめた「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」に基づく取組
状況のフォローアップを行い、今後の方向性について検討しました（図表4-3-11）。これ
を受け、「知ってもらう」、「食べてもらう」、「来てもらう」の３つを柱にそれぞれの観点
から、関係省庁において工夫を凝らした情報発信を実施しています。

農林水産省では、福島復興再生特別措置法に基づき、関係省庁と協力し、平成29
（2017）年度から福島県産農産物等の販売不振の要因と実態を明らかにするための流通実
態調査と、当該調査に基づく指導・助言等を行っています。平成30（2018）年度調査の
結果、福島県産農産物等の生産・販売は依然、震災前の水準まで回復していませんが、福
島県産農産物等と他県産農産物等の流通段階ごとの価格形成に明確な違いはなく、買いた
たきは確認されませんでした。一方、納入事業者（卸売業者、仲卸業者等）が納入先（小
売業者、外食業者等）の福島県産品に対する取扱姿勢を実態よりも後ろ向きに評価してい
ること等が明らかになりました。この結果を踏まえ、平成31（2019）年４月に、関係省
庁と連名で、関係事業者に対し、福島県産農産物と他県産農産物とを対等に比較して取扱
商品を選択するよう指導するとともに、生産者団体に対し、GAP等の実施により福島県
産農産物等のイメージアップを図ることが重要と助言しました。

また、「食べて応援しよう！」のキャッチフレーズの下、農業者、消費者等の団体や食
品事業者等、多様な関係者の協力を得て、被災地産食品の販売フェアや社内食堂等での積
極的利用を進めています。

1 ～ 5 用語の解説３（２）を参照
6 消費者庁「風評被害に関する消費者意識の実態調査（第 13 回）」（令和２（2020）年３月公表）
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	図表4-3-11	「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」に基づく取組の今後の方向性

0

図表 風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略に基づく取組の今後の方向
性

資料：復興庁資料を基に農林水産省で作成

〇 年４月 日に開催した「原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース」において、
以下の取組を復興大臣から各府省庁に指示

①福島の復興の現状や放射線に関する基本的な知識について国民の理解を促進
②学校における授業での放射線副読本の活用促進のための教職員セミナー等の全国的実施

①インフルエンサーを活用した東北の魅力発信等により、福島へのインバウンドを促進
②教育旅行の回復に向けたホープツーリズムをさらに推進

①流通段階ごとの取扱姿勢に対する認識の齟齬の解消、ブランド力向上、販路拡大・開拓
②福島県産品の積極的利用・販売、魅力・安全等について強力に発信

知ってもらう

来てもらう

食べてもらう

〇 年 月 日に開催した「原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース」において、
復興大臣から各府省庁に対し、海外及び国内に向けた取組の強化を指示

資料：復興庁資料を基に農林水産省作成

大会組織委員会は、令和元（2019）年11月、東京2020大会のメダリストに副賞として
授与するブーケのデザインを公表しました。ビクトリーブーケは、リオデジャネイロ大会以
降、３大会ぶりの復活となります。

ブーケのデザインは、日本花き振興協議会＊が提案。花
材には、福島県産トルコギキョウ等、東日本大震災の被
災地で生産されている花を活用し、制作・提供すること
としており、震災に際して世界から寄せられた支援に対
する感謝の気持ちを伝えるとともに、復興の進展を表す
シンボルになるようにとの思いが込められています。

＊ 花きの生産、流通、販売、文化にかかわる業界９団体が大同団結し、
平成29（2017）年5月に発足

被災地産の花でビクトリーブーケコラム

ビクトリーブーケのイメージ
Photo by Tokyo 2020 / Shugo 

TAKEMI

（放射性物質による輸入規制措置の撤廃・緩和）
東電福島第一原発の事故に伴い、多くの国・地域において、日本産農林水産物・食品の

輸入停止や放射性物質の検査証明書等の要求・検査の強化といった輸入規制措置が実施さ
れています（図表4-3-12）。
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	図表4-3-12	 東電福島第一原発事故による主な輸出先国・地域の輸入停止措置の例

国・地域 対象県 主な輸入停止対象品目 農林水産物・ 
食品の輸出額

香港 福島県 野菜、果物、牛乳、乳飲料、粉乳 2,037億円

中国
宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、長野県 全ての食品、飼料

1,537億円
新潟県 米を除く食品、飼料

台湾 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県 全ての食品（酒類を除く。） 904億円

韓国
日本国内で出荷制限措置がとられた県 日本国内で出荷制限措置がとられた品目

501億円青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、千葉県 水産物

マカオ 福島県 野菜、果物、乳製品、食肉・食肉加工品、卵、
水産物・水産加工品 40億円

資料：農林水産省作成
注：１）令和元（2019）年度末時点。輸出額は、令和元（2019）年（財務省「貿易統計」）

２）上記５か国・地域のほか、米国は日本での出荷制限品目を県単位で輸入停止、フィリピンは福島県産の一部の魚種を輸入停止
３）中国は、「10都県以外」の「野菜、果実、乳、茶葉等（これらの加工品を含む。）」について、放射性物質検査証明書の添付を求めて

いるが、放射性物質の検査項目が合意されていないため、実質上輸入が認められていない状況

これらの輸入規制を実施している国・地域に対し、我が国が実施している安全確保のた
めの措置やモニタリング結果等の科学的データ等の情報提供を行ってきた結果、令和元

（2019）年度において、コンゴ民主共和国、ブルネイ、フィリピン等で輸入規制措置の撤
廃・緩和の動きが見られました（図表4-3-13）。

この結果、輸入規制措置を設けた54か国・地域のうち、34か国・地域で輸入規制措置
が撤廃されました。

	図表4-3-13	 東電福島第一原発事故による主な輸出先国・地域の輸入規制措置の撤廃・緩和の動き（令和
元（2019）年度）

年月 国・地域 概要
平成31年（2019）

４月 米国 輸入停止（岩手県産及び栃木県産牛の肉、福島県産ウミタナゴ、クロダイ、ヌマガ
レイ、宮城県産牛の肉、クロダイ）→解除

令和元年（2019）
５月 フィリピン 輸入停止（福島県産ヤマメ、アユ、ウグイ、イカナゴ）→解除（放射性物質検査報

告書の添付）

６月 コンゴ民主
共和国 規制撤廃

７月 UAE 検査報告書の対象品目の縮小（福島県産の全ての食品、飼料→水産物、野生鳥獣肉
のみに）

９月 米国 輸入停止（福島県産ムラソイ、カサゴ）→解除

10月 マカオ

輸入停止（宮城県産等9都県産の野菜、果物、乳製品）→商工会議所のサイン証明
で輸入可能に
放射性物質検査報告書（9都県産の食肉、卵、水産物等）→商工会議所のサイン証
明に変更
放射性物質検査報告書（山形県産及び山梨県産の野菜、果物、乳製品等）→不要に

ブルネイ 規制撤廃

11月 EU* 検査証明書及び産地証明書の対象地域及び対象品目が縮小
（福島県産の大豆、６県産の水産物を検査証明対象から除外　等）

米国 輸入停止（宮城県産アユ）→解除
令和２年（2020）

１月 フィリピン 規制撤廃

シンガポール 輸入停止（福島県産の林産物、水産物、福島県7市町村産の全食品）→産地証明及
び放射性物質検査報告書の添付を条件に解除

インドネシア 放射性物質検査証明書（47都道府県産の水産物、養殖用薬品、えさ）→不要に
放射性物質検査報告書（7県産（宮城県等）以外の加工食品）→不要に

米国 輸入停止（岩手県産クロダイ、福島県産ビノスガイ）→解除

２月 インドネシア 放射性物質検査報告書（7県産（宮城県等）以外の農産物）→令和２（2020）年５
月20日から不要に

資料：農林水産省作成
注：＊）スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン（EFTA加盟国）もEUに準拠した規制緩和を実施
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（東京電力による農林水産業関係者への損害賠償支払）
原子力損害の賠償に関する法律の規定により、東電福島第一原発の事故の損害賠償責任

は東
とう

京
きょう

電
でん

力
りょく

ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）が負っています。
東京電力によるこれまでの農林水産業関係者への損害賠償支払累計額は、令和元

（2019）年度末時点で9,264億円 1となっています。

1 農林漁業者等の請求・支払状況について、関係団体等からの聴取りから把握できたもの
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第４節 熊本地震からの復旧・復興

平成28（2016）年４月に発生した熊本地震では、熊本県を始めとする九州各県で大き
な被害が生じました。熊本県では、「熊本復旧・復興４カ年戦略」に基づき着実に復旧・
復興の歩みを進めてきました。

（営農再開はほぼ達成）
熊本地震による農林水産関係の被害額は1,826億円であり、このうち農業関係の被害額

は1,353億円となりました。農地では、11,172か所で亀裂、沈下、法
のり

面
めん

崩壊等の被害が、
ため池、農道、用排水路等の農業用施設では、4,970か所で破損等の被害が発生しました 1。

熊本県では平成28（2016）年８月に、令和元（2019）年度までの復旧・復興の道筋
を示す「平成28年熊本地震からの復旧・復興プラン」と、主な取組のロードマップをま
とめました。12月には「平成28年熊本地震からの復旧・復興プラン」と「熊本県まち・
ひ と・しごと創生総合戦略」を包含する「熊本復旧・復興４カ年戦略」を策定しました。
平成29（2017）年３月には、復旧・復興全体の進捗を加速化させるため、28項目から
成るロードマップの中から重点的に進捗の把握を行うものとして、10項目を選定し、進
捗状況を公表してきました。このうち、農林水産分野では、農地及び営農施設の復旧等に
よる「被災農家の営農再開100％」を目標とし、着実に取組が進められ、令和元（2019）
年度末時点で営農再開を目指す農家は、ほぼ全て再開される見込みとなりました。

（創造的復興の取組として農地の大区画化の実施や大切畑ダムの本体工事に着手）
大規模な地表面の亀裂やずれによる被害が発生した農地や農業用施設については、創造

的復興の取組として、単に元の姿に戻すだけでなく、担い手への農地集積を図るために大
区画化等の基盤整備を行いました。具体的には、熊

くま
本
もと

市
し

と益
まし

城
き

町
まち

にまたがる秋
あき

津
つ

地区、阿
あ

蘇
そ

市
し

の阿
あ

蘇
そ

谷
だに

地区、南
みなみ

阿
あ

蘇
そ

村
むら

の乙
おと

ヶ
が

瀬
せ

地区の３地区を対象に復旧・復興を進め、全ての地
域で営農を再開しました（図表4-4-1）。

また、熊本県西
にし

原
はら

村
むら

の大
おお

切
きり

畑
はた

ため池（通称、大切畑ダム）とパイプラインが被災し、周
辺の農家では農業用水を安定的に確保できない状態が発生しました。このような事態を受
け、熊本県では益城町の２か所に深井戸ポンプを設置、地元での話合いに基づく暫定的な
水利用計画により、営農が行われています。なお、大切畑ダムの復旧については、令和元

（2019）年度に本体工事に着手し、令和５（2023）年度までの５年間で工事完了を目指
しています。

1 熊本県「平成 28 年熊本地震による農林水産関係被害」（平成 30（2018）年３月 13 日公表）
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	 図表4-4-1	 秋津・阿蘇谷・乙ヶ瀬の復旧状況

地区名 取組概要 進捗状況

秋
あき
津
つ

（熊
くま
本
もと
市
し
・益

まし
城
き
町
まち
）

沈下等被災した農地の復旧と併せた
大区画化（地区面積：172ha）

工事が完了した農地から順次営農（畑作）を再開しつつ、暗
あん
渠
きょ

排水工事等を推進（工事期間中の耕地利用率は131％）

阿
あ
蘇
そ
谷
だに

（阿
あ
蘇
そ
市
し
）

地割れ等被災した農地の復旧と併せた
大区画化（地区面積：63ha）

工事が完了し、営農再開済み（阿
あ
蘇
そ
大橋周辺復旧に伴う搬出土

砂５万m³を受入れ）

乙
おと
ヶ
が
瀬
せ

（南
みなみあそむら
阿蘇村）

被災農地を含めた農地の大区画化
（ほ場整備）（地区面積：26ha）

工事が完了した農地から順次営農（畑作）を推進しつつ、令和
２（2020）年の水稲の作付けに向けて、用排水路や農道等の
整備を推進

資料：熊本県農林水産部調べ
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第５節 新型コロナウイルスへの対応

令和元（2019）年12月に中国で確認された新型コロナウイルスは、世界各地に拡大し
ました。
国内における感染拡大を踏まえた小中学校等の臨時休業やイベント等の自粛、入国制限
等により、国産農林水産物の需要減少や生産現場における労働力不足等、我が国の農林水
産業・食品産業にも様々な影響が発生しています。
このため、政府は、農林漁業者等の資金繰り支援や学校給食の休止への対応等を含めた
緊急対応策を打ち出すとともに、農林水産省では、国民への食料の安定供給を確保する観
点から、生産者や食品産業事業者等の事業継続に関するガイドラインの策定、食料品の供
給状況等に関する国民への情報発信等を実施しました。また、緊急経済対策の中で、生産
基盤の維持・継続と需要の喚起のための対策を盛り込みました。

（１）農林水産業・食品産業への影響

令和元（2019）年12月に中国武
ぶ
漢
かん
市
し
で確認された新型コロナウイルスの感染は、世界

各地に拡大しました（図表4-5-1）。
令和２（2020）年３月末時点で202か国・地域で75万人の感染、３万６千人の死亡 1

が確認されています。我が国においても新型コロナウイルスの感染が拡大しており、感染
拡大を踏まえた全国の小中学校等の臨時休業やイベント等の自粛、外国からの渡航者に対
する入国制限等により、我が国の農林水産業・食品産業は、深刻な需要減少や人手不足等
の課題に直面しています。

1	 WHO「Coronavirus	disease	2019	(COVID-19)Situation	Report		-71」、10:00	CET	31	March	2020
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	 図表4-5-1	 新型コロナウイルスに関する動き

令和元(2019)年12月 中国武漢市において、原因となる病原体が特定されていない肺炎の発生が複数報告

令和２
(2020)年
１月

15日 国内において新型コロナウイルス感染者を初めて確認
21日 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する関係閣僚会議開催
29日 中国からのチャーター機第１便が東京に到着

30日 ・政府「新型コロナウイルス感染症対策本部」設置
・「新型コロナウイルスに関する農林水産省対策本部」設置

31日 WＨO「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に該当すると発表

２月

13日 政府対策本部「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」取りまとめ
25日 政府対策本部「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」決定

26日 政府対策本部「多くの方が集まるような全国的なスポーツ、文化イベント等は今後２週間中止、延
期、規模縮小等」を要請

27日 政府対策本部「全国の小中高校、特別支援学校の２日から春休みまでの臨時休業」を要請

３月

６日 各地方農政局等に相談窓口を設置
10日 政府対策本部「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第２弾―」取りまとめ

13日 農林水産省所管業種における新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する
基本的なガイドライン取りまとめ・公表

14日 「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」施行
19日 農林水産省新型インフルエンザ等対応業務継続計画を改正

28日
・�総理会見において「緊急経済対策の策定とその実行のための補正予算を、今後10日間程度のう
ちに取りまとめる」ことを発表

・政府対策本部「基本的対処方針」決定
31日 新型コロナウイルス感染症の農林水産業への影響に関するヒアリングを実施

資料：農林水産省作成
注：WHOによる発表は、日本時間で記載

（小中学校等の臨時休業やイベント等の自粛、外食・観光需要の減少による影響）
新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた全国の小中学校等の臨時休業により、野菜や
果物、牛乳・乳製品等に関して、給食向け食材の注文のキャンセル等が発生しました。ま
た、卒業式やイベント等の中止・規模縮小により、花きの需要が減退し、価格が下落しま
した。さらに、インバウンドを含めた外食・観光需要の減少により、団体の宴会予約の
キャンセル等の発生や、牛肉や高級果物、土産菓子等の販売の減少、農泊地域における宿
泊・食事・体験活動のキャンセル等が発生しました。
また、小中学校等の臨時休業により、保護者が出勤できなくなり、農業法人等における
雇用にも影響が生じました。

（入国の制限、航空便の減少による影響）
外国からの渡航者に対する入国制限等により、各国からの外国人技能実習生等の受入れ
の見通しが立たなくなったり、春節（旧正月）時に一時帰国したまま、日本に戻れずにい
る実習生が発生し、農業経営への影響を懸念する声が生じました。また、日本における実
習の修了後に、帰国の見通しが立たない実習生も発生しました。
さらに、旅客便の大幅な減便のあおりを受けた輸出向け生鮮物流の停滞や、輸出事業者
の商談機会の逸失等により、香港、中国等を中心に各国への輸出が減少しました。

（２）影響を受ける産業等への緊急対応

（第１弾対策における農林水産省の取組）
政府は、国内での感染拡大による影響を踏まえ、令和２（2020）年２月13日に「新型
コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」を決定しました。これを受け、農林水産省
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は、農林漁業者向けの資金繰り支援として、公庫等による農林漁業セーフティネット資金
を措置するとともに、全国の農泊地域に対する新型コロナウイルスに関する予防対策等の
情報提供を実施しました。

（第２弾対策における更なる資金繰り支援）
政府は、令和２（2020）年２月27日に、全国全ての小中学校等について臨時休業を行
うよう要請し、これを受け、３月10日に、学校の臨時休業、事業活動の縮小等への対策
を取りまとめた「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策（第２弾）」（以下「第２
弾対策」という。）を決定しました（図表4-5-2）。このうち、農林水産省は、農林漁業者
への資金繰り支援として、農林漁業セーフティネット資金の貸付限度額の引上げや、同資
金を始めとする各種制度資金等について、貸付当初５年間実質無利子化、実質無担保等で
の貸付けや債務保証の引受け、債務保証料の５年間免除等を措置しました。
また、関係金融機関に対して、新規融資の円滑な融通・既往融資に係る償還猶予が適切
に行われるよう要請しました（図表4-5-3）。
さらに、雇用維持のための雇用調整助成金による従業員への休業手当等の助成が措置さ
れ、これらが最大限活用されるよう、各業界に周知を徹底しました。

	 図表4-5-2	 新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策（第２弾）の概要

（４）事態の変化に即応した緊急措置等

（３）事業活動の縮小や雇用への対応

（２）学校の臨時休業に伴って生じる課題への対応

（１）感染拡大防止策と医療提供体制の整備

国内の感染拡大を防止するとともに、現下の諸課題に適切に対処するため、政府として万全の対応を行う（財政措置
約0.4兆円、金融措置総額1.6兆円）。

・雇用調整助成金の特例措置の拡大
・強力な資金繰り対策
・サプライチェーン毀損への対応
・観光業への対応
・生活困窮者自立支援制度の利用促進等による
　包括的支援の強化

・保護者の休暇取得支援等
・個人向け緊急小口資金等の特例
・放課後児童クラブ等の体制強化等
・学校給食休止への対応
・テレワーク等の推進

・新たな法整備 (令和２（2020）年３月10日閣議決定)
・水際対策における迅速かつ機動的な対応
・行政手続、公共調達等に係る臨時措置等
・国際連携の強化
・地方公共団体における取組への財政支援

・感染拡大防止策
・需給両面からの総合的なマスク対策
・PCR検査体制の強化
・医療提供体制の整備と治療薬等の開発加速
・症状がある方への対応
・情報発信の充実

資料：内閣官房資料を基に農林水産省作成
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	 図表4-5-3	 農林漁業者への資金繰り支援策

支援内容 支援の内容・対応事業等
貸付限度額の
引上げ

■農林漁業セーフティネット資金
　600万円又は年間経営費等の12分の6�→�1,200万円又は年間経営費等の12分の12

貸付利子の
５年間実質
無利子化

■農林漁業セーフティネット資金、スーパーL資金、経営体育成強化資金、農業近代化資金、漁業近代化資金
　貸付当初５年間実質無利子化
　※１林業者については、貸付当初10年間無利子化
　※２漁業近代化資金は、５号資金（種苗・育成費）に限る。

実質無担保化

■農林漁業セーフティネット資金、スーパーL資金、経営体育成強化資金
　実質無担保等での貸付け

■農業近代化資金、漁業近代化資金、その他民間資金
　農業信用基金協会等の実質無担保等での債務保証引き受け
　※民間資金は、林業者等・漁業者向けに限る。

保証料の
５年間免除

■農業近代化資金、漁業近代化資金、その他民間資金
　農業信用基金協会等による債務保証の当初５年間の保証料免除
　※民間資金は、林業者等・漁業者向けに限る。

関係金融機関
への要請 ■新規融資に係る円滑な融通・既往融資に係る償還猶予

資料：農林水産省作成

（学校給食の休止への対応）
小中学校等に対する臨時休業要請に伴う学校給食休止への対応については、第２弾対策
において、臨時休業期間中の学校給食費の保護者への返還要請やそれにより学校設置者が
負う負担に対する国による補助、給食調理業者、食品納入業者、酪農家等へのきめ細かい
各種支援等を行うことが決定されました（図表4-5-4）。農林水産省は、学校給食の休止に
伴う未利用農産物等の代替販路の確保に向けたマッチング等の支援として、	食品の通販サ
イトを通じた未利用食材の販売支援キャンペーン、フードバンク等への寄付のための輸送
費等の支援、学校給食向け生乳を脱脂粉乳、バター等の加工用へ用途変更することに伴う
価格差支援等を行いました。
また、学校給食に納入を予定していた学校給食調理の受託事業者の業績悪化対応のた
め、従業員への休業手当の助成を行うとともに、文部科学省と連携し、	教育委員会等と調
理業務等受託者の契約に基づく協議を促しました。
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	 図表4-5-4	 学校給食休止への対応

学校給食休止への対応

・　臨時休業期間中の学校給食費（食材費）について、保護者の負担とな
らないよう、返還等を行うことを学校設置者に要請。臨時休業及び上記
要請の実施に伴い、地方公共団体等の学校設置者の負担となる学校給食
費に相当する費用について支援（補助率：公立３／４等）

・　給食調理業者（パン、米飯、めんの最終加工・納品業者を含む。）に
対する、今後の給食再開に向けた新型コロナウイルス感染症も踏まえた
衛生管理の徹底・改善を図るための職員研修や設備等の購入の支援（定
額（全額公費負担））

・　食品納入業者・生産者等に対する、学校給食用に納入を予定していた
野菜・果実等についての、代替販路の確保に向けたマッチング等の支援
及び販路が確保できない場合の慈善団体等への寄付のための輸送費等の
支援（定額（全額国庫負担））

・　酪農家に対する、学校給食用のために納入を予定していた生乳をバ
ター・脱脂粉乳等の乳製品向けに販売する場合の、既存の加工原料乳生
産者補給金制度を活用してもなお生じる価格差の支援及び加工施設への
輸送費の支援（定額（全額国庫負担））

・　乳業メーカーに対する、脱脂粉乳の保管余力がないために既存在庫を
飼料用に用途変更して販路を拡大する場合に要する経費の支援及び既に
生産してしまった学校給食用牛乳をやむを得ず廃棄した場合の処分費用
の支援（定額（全額国庫負担））

資料：農林水産省作成

（３）国民への安定的な食料供給に向けた取組

（食料のサプライチェーン全般にわたる事業継続のためのガイドラインを策定）
農林水産省は、国民への食料の供給を継続的に行うため、令和２（2020）年３月13日
に、農業者、畜産事業者、食品産業事業者、木材産業事業者、林業経営体及び漁業者にお
いて新型コロナウイルス感染者が発生した際の事業継続に関するガイドラインを策定しま
した（図表4-5-5）。これらのガイドラインでは、新型コロナウイルス感染症の予防対策を
提示し、その徹底を要請するとともに、感染者や濃厚接触者が出た際の具体的な対応のポ
イントを提示しています。
農林水産省では、農業者、食品産業事業者等に対し、これらのガイドラインに則して、
感染者が発生した場合を想定し、業務継続のための支援体制の構築や業務マニュアル作成
等を呼びかけました。
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	 図表4-5-5	 農業者向けの事業継続に関するガイドライン（PR版）

※「農業における新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的な
　ガイドライン」<https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/gl_nou.pdf>

新型コロナウイルス対策に
関する農林水産省対策本部

（令和２年５月８日までの知見に基づき作成）

※①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの人が密集している）、
　③密接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる）

農業関係者のみなさまへ

１　予防対策の徹底

２　患者発生時の患者、濃厚接触者への対応

厚生労働省等の情報に基づいて、徹底した対策をお願いします。

患者が発生した場合は、保健所の指示に従い対応してください。

○会議・行事等の開催の必要性を検討し、開催する場合には、換気、
　人と人との間隔をとるなど、「三つの密」※を避けてください。

○農業者・従業員等に感染予防策を要請します。
①体温の測定と記録
②発熱などの症状がある場合、陽性とされた者との濃厚接触がある場合等は、
　関係者への 連絡と自宅待機
③息苦しさ、強いだるさ、高熱等の症状や比較的軽い風邪症状が続く
　場合（４日以上）には、すぐに関係者に連絡の上、保健所に問い合わせ
④屋内で作業をする場合はマスクを着用し、人との間隔は
　できるだけ２ｍを目安に（最低１ｍ）適切な距離を確保
　多人数で行う場合等は、状況に応じて換気を行う
⑤集出荷施設等への入退場時には手洗い、手指の消毒
⑥ドアノブ、手すり等人がよく触れるところは、拭き取り清掃

３　生産施設等の消毒の実施

４　業務の継続
あらかじめ地域の関係者が連携する体制の検討をお願いします。

例えば

※　必要に応じて市町村等の関係機関に相談しましょう。

支援内容

支援要員

水田・畑作・施設園芸等の農業者や集出荷施設等の従業員
のみなさまは、国民への食料の安定供給等に重要な役割
を担っています。
みなさまの中で新型コロナウイルス感染症の患者が発生
した時に、業務継続を図る際の基本的なポイントをまと
めました。

＜想定される連携体制＞
・ＪＡ等の生産部会　　　・農業法人のグループ
・集出荷事業者等を共有する集団　　　　・集落

＜検討事項（イメージ）＞
・連絡窓口、連絡網の作成　　　・消毒資材、消毒要員の確保
・農作業代替要員のリスト作成
・代行する作業の明確化、優先順位付け、作業方法
・代替要員が確保できない場合の最低限の維持管理方法など

耕起作業や播種・移植作業、水やり作業など当面の営
農活動継続のために支援を必要とする作業を検討し、
作業の優先順位付けを行います。 

周辺農業者や受託組織の活用など、
あらかじめ
① 　誰（どの機関）が
② 　どの作業を
支援するか役割を明確化します。
※　労働力の確保状況を踏まえながら、
　優先順位に基づき、作業を実施しましょう。

※１　生産施設、集出荷施設、事務室等
※２　机、ドアノブ、スイッチ類、手すり等
※３　アルコール（エタノール又はイソプロパノール）（70%）、

又は次亜塩素酸ナトリウム（0.05％以上）
※アルコールが入手できない場合はエタノール（60%台）

でも可
　

○保健所の指示に従って、感染者が作業に従事した区域※１の消毒を実施し
ます。
緊急を要し、自ら行う場合には、感染者が作業に従事した区域のうち、
頻繁に手指が触れる箇所※２を中心に、アルコール※３で拭き取り等を実
施してください。

○一般的な衛生管理が実施されていれば、感染者が発生した施設等は出荷
停止や農産物廃棄などの対応をとる必要はありません。

○患者が確認された場合には、関係者に周知するとともに、保健所に報
告し、対応について指導を受けてください。

○保健所の調査に協力し、濃厚接触者の確定を受けます。
○濃厚接触者と確定された農業関係者には、14日間の自宅待機及び健康

観察を実施してください。
○濃厚接触者と確定された農業関係者は、発熱又は呼吸器症状を呈した

場合は、保健所に連絡し、行政検査を受検します。

資料：農林水産省作成
注：１）令和２（2020）年５月22日に改定されたガイドライン

２）農業者以外にも業種ごとにガイドラインを策定し、農林水産省Webサイトに掲載

農林水産省は、みなさまの業務が継続できるように全面的に協力いたしますので、
ガイドラインを参考に対応していただきますようよろしくお願いいたします。

（国民への分かりやすい情報発信と相談窓口の設置）
農林水産省では、農林漁業者や食品産業事業者等に対し、新型コロナウイルス感染症に
関する緊急対応策等の支援策や事業継続ガイドライン等の内容を周知するとともに、国民
に対し、食料品の供給状況等の情報を提供するため、農林水産省Webサイトに特設ペー
ジを開設したほか、SNSや動画共有サービス等を活用して、分かりやすい情報発信を行
いました。また、地方農政局等に新型コロナウイルスに関する相談窓口を設置しました。

（国民に買いだめをしないよう呼びかけるとともに、調査・監視を実施）
令和２（2020）年３月下旬、東京都知事によ
る外出自粛要請を受け、一部の小売店において食
料品の欠品や品薄状況が発生しました。これに対
し、農林水産省は、食品産業事業者等に対し、円
滑な食品の供給を要請するとともに、国民に対
し、食料品は十分な供給量、供給体制を確保し、
在庫も十分にあることから、過度な買いだめや買
い急ぎをしないよう落ち着いた行動を呼びかけま
した。
また、食料の買占め及び売惜しみが生じないよう、調査・監視をしました。

農林水産省 Web サイト等で 
国民へメッセージを発信する農林水産大臣
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（花きの消費拡大に向け「花いっぱいプロジェクト」を開始）
卒業式の中止やイベントの自粛等の影響を受け、３月が最盛期となる花きの需要が減少
しました。このため、農林水産省は、「花いっぱいプロジェクト」を立ち上げ、家庭や職
場に春の花を飾って楽しんでもらうよう、地方公共団体や関係団体に協力を募りました。
この一環として、ホワイトデーに花を贈る呼びかけを行う取組や、胸ポケットに生花のコ
サージュを挿す取組等を展開し、花きの消費拡大に取り組みました。

ホワイトデー
White day

フラワーバレンタインについて詳しくはこちら

フラワーバレンタイン

www.f lower-valentine.com
後 援 ：

あなたが選ぶ花贈りがいちばん似合う男性
『べストフラワリスト』決定！

フラワーバレンタイン公式サイトをチェック
キュンとする花贈りの様子、花束を手にはじける笑顔♥そんな
素敵な投稿の中から、干場義雅さんが花贈りが似合う男性&女性を
選びます。選ばれた方にはスペシャルなプレゼントをお届けします!

「#myフラワーバレンタイン」をつけて、
あなたのフラワーバレンタインを
SNSに投稿してください！ # m y フ ラ ワ ー バ レン タ イ ン

こちらを
 チェック！

「花贈りがいちばん似合うハナオとハナコを探せ！」
フラワーバレンタインアンバサダー  干場義雅さん presents

全 国 プ レ ゼ ン ト キ ャ ン ペ ー ン

2019年12月2日(月)~2020年3月31日(火)投 稿 期 間

フラワーバレンタイン10周年記念アワード開催！
my_account

♡

3.14

「花いっぱいプロジェクト」 
× BUZZ MAFF

「花いっぱいプロジェクト」 
に取り組む地方公共団体

資料：千葉県

PR ポスター
資料：花の国日本協議会

★とにかく綺麗で高画質の写真を入手するよう努力すること
（最低でも × くらい）
（ページからはみ出ても ）

★とにかく綺麗で高画質の写真を入手するよう努力すること
（最低でも × くらい）
（ページからはみ出ても ）

農林水産省正面玄関前に
飾られた花々

生花のコサージュ

（国産食材の消費拡大に向け「国産食材モリモリキャンペーン」を開始）
また、学校給食の休止やイベントの自粛等の影響を
受け、需要減退に直面している野菜、食肉、水産物、
果実、牛乳、きのこ等の国産農林水産物の消費拡大に
向け、農林水産省では、フード・アクション・ニッポ
ンの取組の一環として、農協、民間企業等と連携し、
「国産食材モリモリキャンペーン」を開始しました。こ
のキャンペーンは、国産農林水産物の魅力を発信して
いる著名人の「FAN1バサダー」の活動等と連携して

1	 国産農林水産物の消費拡大に取り組むフード・アクション・ニッポン（FAN）

キャンペーンロゴ
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取り組んでいます。

「国産食材モリモリキャンペーン」の第1弾として、令和２（2020）年３月18日に、野
菜等をテーマとした歌で子供たちに人気のお笑い芸人の小島よしおさんと、料理芸人である
クック井上。さんをFANバサダー芸人に任命し、農林水産副大臣から任命状を授与しました。
FANバサダー芸人と、FANバサダーゴールドである「笑

え
味
み
ちゃん」を有するJAグルー

プの協力を得て、国産食材を活用して手軽に作れるメニューや国産農林水産物の良さ等を消
費者に伝える動画を制作しました。

「FAN バサダー芸人」の任命

FANバサダー芸人が国産食材の活用を動画で発信コラム

（４）緊急経済対策の決定

（生産基盤の維持・継続と需要の喚起のための対策を決定）
以上のように、新型コロナウイルス感染症とそれに伴う経済環境の悪化、外国からの入
国制限等により、我が国の農林水産業・食品産業は、需要減少や人手不足等の課題に直面
しています。将来にわたって国民が必要とする食料の安定供給を確保するためにも、この
状況を速やかに解消し、生産基盤・経営の安定を図ることが重要です。
こうした状況の下、令和２（2020）年4月には、新型コロナウイルスの感染拡大の防
止とその後の経済回復を図るため、ⅰ感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の
開発、ⅱ雇用の維持と事業の継続、ⅲ次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復、ⅳ
強
きょう
靱
じん
な経済構造の構築、ⅴ今後への備え、を５つの柱とする「新型コロナウイルス感染

症緊急経済対策」が閣議決定されました。
このうち、農林水産分野の緊急経済対策として、農林漁業者、外食事業者、食品流通事
業者の事業継続のための資金繰り支援に加え、労働力確保のための支援や農林水産業の経
営不安に対処する支援、生産・供給体制を維持するための販売促進等の取組の支援、飲食
業を対象とする官民一体型の需要喚起キャンペーン等が盛り込まれています。
今後も、各地域での状況の推移を見つつ、機動的に対応することとしています。
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令和元（2019）年度は、新型コロナウイ
ルス以外にも、令和元年房総半島台風や令和
元年東日本台風等の自然災害、平成30（2018）
年9月から続くCSF（豚熱）等様々な災害へ
の対応に追われた1年でした。
こうした自然災害、家畜伝染病等の様々な
リスクに対して、国は、現場の要望等を聴き
ながら、きめ細かな支援策を措置し、農業者
の1日も早い経営再開に向けて対応していま
す。
今後も起こり得る様々なリスクに対し、平
時から、農業者自身が農業用ハウス等の点
検・補強や、農業保険等への加入、飼養衛生
管理基準の遵守等、取り組むべきことには取
り組み、リスクに備えることが重要です。国
としても、そうした農業者の営農継続の努力に対して全面的に協力していきます。

災害は忘れる前にやってくる 
～国はリスクに対して様々な支援を用意～コラム

農林水産省 Web サイトの 
「災害に関する情報」や「逆引き辞典」から 

防災・減災に関する支援策をチェック
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農林水産業者の技術改善・経営発展の意欲の高揚を
図るため、効率的な農業経営や地域住民によるむらづ
くり等を行っている事例のうち、その内容が優れてお
り、広く社会の称賛に値するものについては、毎年
度、秋に開催される農林水産祭式典において天皇杯等
が授与されています 1。ここでは、令和元（2019）年
度の天皇杯等の受賞者を紹介します。

1	 天皇杯等三賞の選賞は、過去１年間（平成 30（2018）年８月から令和元（2019）年６月）の農林水産祭参加表彰行事にお
いて農林水産大臣賞を受賞した 466 点の中から決定。選賞部門は、掲載５部門のほか、林産部門、水産部門を加えた７部門

農業・農村の活性化を目指して
－令和元（2019）年度農林水産祭天皇杯等受賞者事例紹介－

令和元（2019）年度農林水産祭天皇杯受賞者

水稲・大豆を主とした多収、高品質生産による高収益、家族複合経営の実践
○農産・蚕糸部門　○経営（水稲）　○富山県入

にゅう
善
ぜん
町
まち

○有限会社アグリゴールド矢
や
木
ぎ
（代表　矢

や
木
ぎ
　龍
りゅう
一
いち
さん）

有限会社アグリゴールド矢木は、従業員10人、160haの規模で、
水稲と大豆を主体に白ねぎ等の園芸作物を含めた複合経営を行って
います。栽培管理や収穫後の調整等を徹底的かつ確実に行うこと
で、１等品質がほぼ100％の水稲で県平均を60kg上回る収量を確
保しており、大豆の品質も地域の平均以上の品質となっています。
また、水稲直

ちょく
播
はん
栽培の導入等による省力化や、きめ細かなメン

テナンスや作業計画による少ない機械台数での運用により低コス
ト化を実現させ、高収益経営を実践しています。

岐阜県

長
野
県

石
川
県

富山県

入善町

部会一丸となって規模拡大、高品質・長期安定出荷を実現
○園芸部門　○経営（ブロッコリー）　○長崎県雲

うん
仙
ぜん
市
し

○島
しま
原
ばら
雲
うん
仙
ぜん
農協雲

うん
仙
ぜん
ブロッコリー部会（代表　本

ほん
多
だ
　幸
ゆき
成
なり
さん）

島原雲仙農協ブロッコリー部会では部会員52人のうち、30人
がほぼブロッコリーの専作経営を行っています。平成９（1997）
年の基盤整備事業の開始とともに、機械化体系の確立、全量共同
選別出荷体制の整備等の取組により、一戸当たりの平均作付面積
を1.2haから3.2haまで急速に拡大させました。さらに、品種や
栽培技術の検討等により作型分散、周年栽培体系を確立し、長期
安定出荷（10月から６月）を実現しました。
また、部会員の技術講習等の部会活動への参加率は高く、特に

平均年齢34.5歳の24人からなる若手後継者会による栽培試験等の
自主的な活動は、同部会の発展に大きく貢献しています。

佐賀県

長崎県

雲仙市

農林水産祭天皇杯受賞者
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国産飼料に立脚したゆとりの有機牛乳生産
○畜産部門　○技術・ほ場（飼料作物（単年生））　○北海道津

つ
別
べつ
町

ちょう

○有限会社石
いし
川
かわ
ファーム（代表　石

いし
川
かわ
　賢
けん
一
いち
さん）

平成12（2000）年、石川ファームは、町内酪農家と共に津別
町有機酪農研究会を設立し、地域の多くの関係者の協力の下、有
機飼料の栽培技術を確立、平成17（2005）年に完全有機栽培に転
換しました。あわせて、有機畑作農家が栽培した飼料用とうもろ
こしを利用し、飼料自給率は北海道の平均である58％と比べ、
78％という高い水準を達成しています。
平成18（2006）年には、同研究会が牛乳での有機JAS認証を

我が国で初めて取得し、その製品は通常より高いプレミアム価格
で販売されています。

北海道

津別町

経営理念「笑顔創造」がつくりだす「ユニバーサル農業」
○多角化経営部門　○経営（芽ねぎ、ミニちんげん菜、ミニみつば）

○静岡県浜
はま
松
まつ
市
し
　○京

きょう
丸
まる
園
えん
株式会社（代表　鈴

すず
木
き
　厚
あつ
志
し
さん）

京丸園株式会社では、多様な人たちが活躍できる「ユニバーサ
ル農業」を推進しています。100人の従業員のうち25％が障がい
者で、年齢層も幅広く、10代から80代となっています。障がい者
や高齢者も働くことができるように、定植、収穫、洗浄等の各工
程における作業機械を自社開発するなど、作業環境の整備を行う
ことで省力化や効率化を図っています。
また、同社では付加価値の高い独自の商品開発を行うことで、

収益性の確保やオリジナルブランドの確立を実現しています。

山梨県

静岡県

長
野
県

愛
知
県浜松市

進取の精神で取り組むむらづくり
○むらづくり部門　○沖縄県伊

い
江
え
村
そん

○伊
い
江
え
村
そん
字
あざ
西
にし
江
え
上
うえ
区
く
（代表　知

ち
念
ねん
　邦
くに
夫
お
さん）

昭和50年代、伊江村字西江上区では、過疎化が急速に進行する
中で、もうかる農業、若者に魅力ある農業を目指し、区民一丸と
なってかんがい農業の導入を推進しました。その取組等の結果、
現在は担い手が増え、村内の農産物による６次産業化にもつながっ
ており、若い農業者が中心となり伊江村青年農業交流会や、女性
の経営参画促進を目的とした農業簿記経営講座等を開催し、更な
る担い手育成に取り組んでいます。
また、地域を挙げての環境保全活動や子供たちの農業体験活動等、

農業農村の保全活動を行っています。さらに、修学旅行生の受入れ
も行うなど、都市と村の交流により農村の魅力を発信しています。

沖縄県

伊江村
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令和元（2019）年度農林水産祭内閣総理大臣賞受賞者
部門 出品財 住所 氏名等

農産・蚕糸
技術・ほ場
（こんにゃく）

群馬県昭
しょう
和
わ
村
むら

狩
かの う
野　和

かず
紀
き
さん　狩

かのう
野　郁

いく
江
え
さん

園芸
経営
（ブロッコリー）

石川県白
はく
山
さん
市
し 有限会社安

やす
井
い
ファーム

（代表　安
やす
井
い
　善
よし
成
なり
さん）

畜産 経営（養豚） 愛知県幸
こう
田
た
町
ちょう

稲
いな
吉
よし
　克
かつ
仁
ひと
さん　稲

いな
吉
よし
　幹
みき
子
こ
さん

多角化経営 経営（かき） 長野県飯
いい
田
だ
市
し みなみ信

しん
州
しゅう
農業協同組合柿部会

（代表　常
ときわ
盤　昌

まさ
昭
あき
さん）

むらづくり むらづくり活動 福井県坂
さか
井
い
市
し 一般社団法人竹

たけ
田
だ
文
ぶん
化
か
共
きょう
栄
えい
会
かい

（代表　廣
ひろ
瀬
せ
　哲
てつ
夫
お
さん）

令和元（2019）年度農林水産祭日本農林漁業振興会会長賞受賞者
部門 出品財 住所 氏名等

農産・蚕糸 産物（小豆） 北海道更
さら
別
べつ
村
むら

渡
わたる
　基
もと
文
ふみ
さん

園芸
経営
（りんご、おうとう、ぶどう）

北海道壮
そう
瞥
べつ
町
ちょう

藤
ふじ
盛
もり
　元
はじめ
さん　藤

ふじ
盛
もり
　ひとみさん

畜産 経営（肉用鶏） 山形県鮭
さけ
川
がわ
村
むら

株式会社アイオイ（代表　五
い が ら し
十嵐　忠

ちゅう
一
いち
さん）

多角化経営 経営（酪農・水稲等） 山口県山
やま
口
ぐち
市
し 有限会社船

ふな
方
かた
総
そう
合
ごう
農
のう
場
じょう

（代表　坂
さか
本
もと
　賢
けん
一
いち
さん）

むらづくり むらづくり活動 山形県鶴
つる
岡
おか
市
し 由

ゆ
良
ら
地域協議会「ゆらまちっく戦略会議」

（代表　齋
さい
藤
とう
　勝
かつ
三
ぞう
さん）

令和元（2019）年度農林水産祭内閣総理大臣賞受賞者（女性の活躍）
部門 出品財 住所 氏名等

畜産 女性の活躍 熊本県菊
きく
陽
よう
町
まち

那
な
須
す
　眞

ま
理
り
子
こ
さん

令和元（2019）年度農林水産祭日本農林漁業振興会会長賞受賞者（女性の活躍）
部門 出品財 住所 氏名等

多角化経営 女性の活躍 栃木県下
しも
野
つけ
市
し

企業組合らんどまあむ（代表　大
おお
越
こし
　歌
うた
子
こ
さん）
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１．紛らわしい用語について
紛らわしい用語について

農業総産出額

生産農業所得

農業総生産

3.5兆円（平成30年）
〈生産農業所得統計〉

5.7兆円（平成30年）
〈国民経済計算〉

9.1兆円（平成30年）
〈生産農業所得統計〉

生産額・所得

目的 用語 統計値〈出典〉

農業経営体

農業生産や農作業受託の事業を営む者
の数を知りたいとき

農業を営む世帯数を知りたいとき

農業を営む会社や集落営農等の数を
知りたいとき

119万経営体（平成31年）
〈農業構造動態調査〉

115万経営体（平成31年）
〈農業構造動態調査〉

４万経営体（平成31年）
〈農業構造動態調査〉

目的 用語 統計値〈出典〉

農業経営体＊１

組織経営体＊１

家族経営体＊１

販売農家＊２ 113万戸（平成31年）
〈農業構造動態調査〉

家族経営体のうち、販売用の農産物を
主に生産する世帯数を知りたいとき

＊１：用語の解説２（１）を参照
＊２：用語の解説２（２）を参照

・農業総産出額　9.1兆円

減価
償却
費

間
接
税

・生産農業所得　3.5兆円

・農業総生産　5.7兆円

最終生産物の生産量×価格

経常
補助
金

農業総産出額＋中間生産物（種子、飼料作物等）＋農業サービス（選果場等）

資材費等
（肥料、農薬、光熱費等）

資材費等
（肥料、農薬、光熱費等）

物的経費

国内で生産された農産物の売上げ相当額の
総額を知りたいとき

国内で生産された農産物の売上げ相当額の
総額から物的経費を引いた付加価値額を知
りたいとき

GDP（国内総生産）のうち、農業が生み出
した付加価値額を、他産業や外国と比較す
るとき
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年間１日以上自営農業に従事した世帯
員数を知りたいとき

主に自営農業に従事した世帯員数を知
りたいとき（家事や育児が主体の主婦
や学生等も含む）

長期（７か月以上）で雇われた人数を
知りたいとき

短期（臨時）で雇われた人数を
知りたいとき

276万人（平成31年）
〈農業構造動態調査〉

140万人（平成31年）
〈農業構造動態調査〉

常雇い＊２

臨時雇い＊２

ふだん仕事として、主に自営農業に従
事した世帯員数を知りたいとき（家事や
育児が主体の主婦や学生等は含まない）

168万人（平成31年）
〈農業構造動態調査〉

24万人（平成31年）
〈農業構造動態調査〉

235万人（平成31年）
〈農業構造動態調査〉

目的 用語 統計値〈出典〉

農業従事者＊２

基幹的農業従事者＊２

農業就業人口＊２

＊１：用語の解説２（２）を参照
＊２：用語の解説２（４）を参照

自家消費用も含めて農業を行っている
全ての世帯数を知りたいとき

販売用の農産物を主に生産する
世帯数を知りたいとき

農業による所得が主である65歳未満の
世帯員がいる世帯数を知りたいとき

自家消費用の農産物を主に生産する
世帯数を知りたいとき

目的 用語 統計値〈出典〉

目的 用語 統計値〈出典〉

自給的農家＊１

主業農家＊１

216万戸（平成27年）
〈2015年農林業センサス〉

113万戸（平成31年）
〈農業構造動態調査〉

24万戸（平成31年）
〈農業構造動態調査〉

83万戸（平成27年）
〈2015年農林業センサス〉

専業農家＊１ 37万戸（平成31年）
〈農業構造動態調査〉

76万戸（平成31年）
〈農業構造動態調査〉

農家＊１

販売農家＊１

農業以外の兼業者がいない（年齢制限なし）
世帯数を知りたいとき

農業以外の兼業者がいる世帯数（年齢制限なし）
を知りたいとき 兼業農家＊１

農家（世帯）

販売農家の世帯員

農業における被雇用者
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2．基本統計用語の定義
（1）農業経営体分類関係（2005年農林業センサス以降の定義）

用　　　語 定　　　　　義

農業経営体

農産物の生産を行うか又は委託を受けて農作業を行い、（1）経営耕地
面積が30a以上、（2）農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽
数又は出荷羽数等、一定の外形基準以上の規模（露地野菜15a、施設野菜
350m2、搾乳牛1頭等）、（3）農作業の受託を実施、のいずれかに該当
するもの（1990年、1995年、2000年センサスでは、販売農家、農家以
外の農業事業体及び農業サービス事業体を合わせたものに相当する。）

家族経営体 農業経営体のうち個人経営体（農家）及び1戸1法人（農家であって農
業経営を法人化している者）

組織経営体 農業経営体のうち家族経営体に該当しない者

単一経営経営体 農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が８割以上の経営体

準単一複合経営経営体 単一経営経営体以外で、農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が
６割以上８割未満の経営体

複合経営経営体 単一経営経営体以外で、農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が
６割未満（販売のなかった経営体を除く。）の経営体

（2）農家等分類関係（1990年世界農林業センサス以降の定義）
用　　　語 定　　　　　義

農家 経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯又は農産物販売金額が年間
15万円以上ある世帯

販売農家 経営耕地面積30a以上又は農産物販売金額が年間50万円以上の農家

主業農家 農業所得が主（農家所得の50％以上が農業所得）で、1年間に60日以
上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる農家

準主業農家 農外所得が主（農家所得の50％未満が農業所得）で、1年間に60日以
上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる農家

副業的農家 1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいない
農家（主業農家及び準主業農家以外の農家）

専業農家 世帯員の中に兼業従事者が1人もいない農家

兼業農家 世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家

第1種兼業農家 農業所得の方が兼業所得よりも多い兼業農家

第2種兼業農家 兼業所得の方が農業所得よりも多い兼業農家

自給的農家 経営耕地面積が30a未満かつ農産物販売金額が年間50万円未満の農家

農家以外の農業事業体 経営耕地面積が10a以上又は農産物販売金額が年間15万円以上の農業
を営む世帯（農家）以外の事業体

農業サービス事業体 委託を受けて農作業を行う事業所（農業事業体を除き、専ら苗の生産及
び販売を行う事業所を含む。）

土地持ち非農家 農家以外で耕地及び耕作放棄地を５a以上所有している世帯
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（3）農家経済関係
用　　　語 定　　　　　義

総所得 農業所得＋農業生産関連事業所得＋農外所得＋年金等の収入

農業所得 農業粗収益（農業経営によって得られた総収益額）－農業経営費（農業
経営に要した一切の経費）

農業生産関連事業所得
農業生産関連事業収入（農業経営関与者が経営する農産加工、農家民宿、
農家レストラン、観光農園等の農業に関連する事業の収入）－農業生産関
連事業支出（同事業に要した雇用労賃、物財費等の支出）

農外所得 農外収入（農業経営関与者の自営兼業収入、給料・俸給）－農外支出（農
業経営関与者の自営兼業支出、通勤定期代等）

生産費 農産物を生産するために消費した費用合計（物財費と労働費）から副産
物価額を控除したもの

物財費
農産物を生産するために消費した流動財費（種苗費、肥料費、農業薬剤
費、光熱動力費、その他の諸材料費等）＋固定財（建物、自動車、農機具、
生産管理機器の償却資産）の減価償却費

家族労働費
家族労働時間に「毎月勤労統計調査」（厚生労働省）の「建設業」、「製造
業」及び「運輸業、郵便業」に属する５人から29人規模の事業所におけ
る賃金データ（都道府県単位）を基に算出した単価を乗じて評価したもの

自己資本利子 総資本額から借入資本額を差し引いた自己資本額に年利４％を乗じて算
出したもの

自作地地代 その地方の類地（調査対象作物の作付地と地力等が類似している作付地）
の小作料で評価したもの
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（4）農家世帯員の農業労働力関係
農業との関わり 世帯員

農業に
のみ従事

農業とその他の
両方に従事

農業には
従事して
いない

原則として住居と生計を共にする者
（1）基幹的農業従事者

自営農業に主として従事した世帯員（農
業就業人口）のうち、ふだんの主な状態が
「主に仕事（農業）」である者
（2）農業就業人口

自営農業のみに従事した者又は自営農業
以外の仕事に従事していても年間労働日数
で自営農業が多い者

（3）農業従事者
15歳以上の世帯員で年間1日以上自営
農業に従事した者
〇　農業専従者
農業従事者のうち自営農業に従事した日
数が150日以上の者

農業
が主

その他
が主

ふ
だ
ん
の
主
な
状
態

主
に
仕
事

（2） 

（1） 

（3） 

基幹的農業
従事者

農業就業人口

農
業
従
事
者

そ
の
他
（
家
事
、
通
学
等
）

常雇い
主として農業経営のために雇った人で、雇用契約（口頭の契約でもかまわない。）に際

し、あらかじめ７か月以上の期間を定めて雇った人（期間を定めずに雇った人を含む。）
のことをいう。

臨時雇
い

日雇い、季節雇い等農業経営のために臨時雇いした人で、手間替え・ゆい（労働交換）、
手伝い（金品の授受を伴わない無償の受入れ労働）を含む。
なお、農作業を委託した場合の労働は含まない。
また、主に農業経営以外の仕事のために雇っている人が農繁期等に農業経営のための農

作業に従事した場合や、７か月以上の契約で雇った人がそれ未満で辞めた場合を含む。

（5）新規就農者関係（新規就農者調査の定義）
就農の形態 新規就農者

自営農業への
従事が主

法人等に常雇
いとして雇用

新たに農業
経営を開始

次のいずれかに該当する者
（1）新規自営農業就農者

家族経営体の世帯員で、調査期日前
1年間の生活の主な状態が、「学生」又
は「他に雇われて勤務が主」から「自
営農業への従事が主」になった者

（2）新規雇用就農者
調査期日前1年間に新たに法人等に
常雇い（年間７か月以上）として雇用
され、農業に従事した者

（3）新規参入者
土地や資金を独自に調達し、調査期
日前1年間に新たに農業経営を開始し
た経営の責任者及び共同経営者
〇　新規学卒就農者
新規自営農業就農者で「学生」から

「自営農業への従事が主」になった者及
び新規雇用就農者で雇用される直前に
学生であった者

就
農
前
の
主
な
状
態

学
生

新規参入者新規自営
農業就農者

新規雇用
就農者

新規学卒就農者

（2）

（1）

（3）

他
に
雇
わ
れ
て
勤
務
が
主

家
事
・
育
児
・
そ
の
他
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（6）農業地域類型区分
用　　　語 定　　　　　義

農業地域類型区分 地域農業の構造を規定する基盤的な条件（耕地や林野面積の割合、農地
の傾斜度等）に基づき市区町村及び旧市区町村を区分したもの

区分 基準指標（下記のいずれかに該当するもの）

都市的地域

○　可住地に占めるDID面積が５％以上で、人口密度500人／km2以上
又はDID人口2万人以上の市区町村及び旧市区町村
○　可住地に占める宅地等率が60％以上で、人口密度500人／km2以上
の市区町村及び旧市区町村。ただし、林野率80％以上のものは除く。

平地農業地域

○　耕地率20％以上かつ林野率50％未満の市区町村及び旧市区町村。た
だし、傾斜20分の1以上の田と傾斜８度以上の畑との合計面積の割合
が90％以上のものを除く。
○　耕地率20％以上かつ林野率50％以上で、傾斜20分の1以上の田と
傾斜８度以上の畑の合計面積の割合が10％未満の市区町村及び旧市区
町村

中間農業地域

○　耕地率が20％未満で、都市的地域及び山間農業地域以外の市区町村
及び旧市区町村
○　耕地率が20％以上で、都市的地域及び平地農業地域以外の市区町村
及び旧市区町村

山間農業地域 ○　林野率80％以上かつ耕地率10％未満の市区町村及び旧市区町村

注：1）　決定順位：都市的地域→山間農業地域→平地農業地域・中間農業地域
2）　�DIDとはDensely�Inhabited�Districtの略で人口集中地区のこと。原則として人口密度が

４千人／km2以上の国勢調査基本単位区等が市区町村内で互いに隣接して、それらの隣接し
た地域の人口が５千人以上を有する地区をいう。

3）　傾斜は1筆ごとの耕作面の傾斜ではなく、団地としての地形上の主傾斜をいう。
４）　農業地域類型区分の中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域を中山間地域という。
５）　旧市区町村とは、昭和25（1950）年2月1日時点での市区町村をいう。

（7）全国農業地域区分
全国農業地域名 所属都道府県名 全国農業地域名 所属都道府県名

北 海 道 北海道 近 畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、
奈良、和歌山

東 北 青森、岩手、宮城、秋田、
山形、福島

中 国
山 陰
山 陽

鳥取、島根
岡山、広島、山口

北 陸 新潟、富山、石川、福井 四 国 徳島、香川、愛媛、高知

関 東・ 東 山
北 関 東
南 関 東
東 山

茨城、栃木、群馬
埼玉、千葉、東京、神奈川
山梨、長野

九 州
北 九 州

南 九 州

福岡、佐賀、長崎、熊本、
大分
宮崎、鹿児島

東 海 岐阜、静岡、愛知、三重 沖 縄 沖縄
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3．五十音順・アルファベット順
（1）五十音順
あ

アフリカ豚熱

ASFウイルスによって引き起こされる豚やイノシシの伝染病であり、発熱や
全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病。有効なワクチン及び治療法
はない。本病はアフリカでは常在しており、ロシア及びその周辺諸国でも発生が
確認されている。平成30（2018）年８月には、中国においてアジアでは初とな
る発生が確認されて以降、アジアで発生が拡大した。我が国では、これまで本病
の発生は確認されていない。なお、ASFウイルスは人に感染することはない。

遺伝資源

植物・動物・微生物等あらゆる生物に由来する素材であって、現実の、又は潜
在的な価値を有するもの。例えば、植物では品種改良の素材として活用される作
物（最新の品種のみならず、古い品種や有用性がはっきりしないが潜在的に利用
可能と思われるものも含む。）

エコフィード
（ecofeed）

食品残さ等を有効活用した飼料のこと。環境にやさしい（ecological）や節約
する（economical）等を意味するエコ（eco）と飼料を意味するフィード
（feed）を併せた造語

温室効果ガス

地面から放射された赤外線の一部を吸収・放射することにより地表を暖める働
きがあるとされるもの。京都議定書では、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH４、
水田や廃棄物最終処分場等から発生）、一酸化二窒素（N2O、一部の化学製品原
料製造の過程や家畜排せつ物等から発生）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCs、
空調機器の冷媒等に使用）、パーフルオロカーボン類（PFCs、半導体の製造工
程等で使用）、六フッ化硫黄（SF６、半導体の製造工程等で使用）、三フッ化窒素
（NF3、半導体の製造工程等で使用。第二約束期間から追加）を温室効果ガスと
して削減の対象としている。

か

家族経営協定

家族で営農を行っている農業経営において、家族間の話合いを基に経営計画、
各世帯員の役割、就業条件等を文書にして取り決めたものをいう。この協定によ
り、女性や後継者等の農業に従事する世帯員の役割が明確化され、農業者年金の
保険料の優遇措置の対象となるほか、認定農業者制度の共同申請等が可能とな
る。

換地

区画整理や農用地の造成等の農用地の区画形質を変更する事業の実施に伴い、
換地処分により、工事前の土地（従前の土地）とみなされる土地として定められ
る土地をいう。換地処分とは、区画整理、農用地の造成等の実施による農用地の
区画形質の変更に伴い、工事前の土地（従前の土地）に対しその土地に代わる工
事後の新たな土地（換地）を定め、一定の法手続を経た後、当該換地を工事前の
土地（従前の土地）とみなす行政処分をいう。

供給熱量（摂取
熱量）

食料における供給熱量とは、国民に対して供給される総熱量をいい、摂取熱量
とは、国民に実際に摂取された総熱量をいう。一般には、前者は農林水産省「食
料需給表」、後者は厚生労働省「国民健康・栄養調査」の数値が用いられる。両
者の算出方法は全く異なり、供給熱量には、食品産業において加工工程でやむを
得ず発生する食品残さや家庭での食べ残し等が含まれていることに留意が必要

ゲノム編集 「はさみ」となる酵素等を用い、ゲノム上の狙った箇所を切断すること等を通
じて、ある生物がもともと持っている遺伝子を効率的に変化させる技術

荒廃農地 現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物
の栽培が客観的に不可能となっている農地
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高病原性鳥イン
フルエンザ

鳥インフルエンザのうち、家きんを高い確率で致死させるもの。家きんがこの
ウイルスに感染すると、神経症状、呼吸器症状、消化器症状等全身症状をおこ
し、大量に死ぬ。なお、我が国ではこれまで、鶏卵、鶏肉を食べることにより人
が感染した例は報告されていない。

コーデックス委
員会

消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、昭和38
（1963）年にFAO（国連食糧農業機関）及びWHO（世界保健機関）により設
置された国際的な政府間機関。国際食品規格の策定等を行っている。我が国は昭
和41（1966）年から同委員会に加盟

さ

作況指数

米の作柄の良否を表す指標で、その年の10a当たり平年収量に対する10a当
たり（予想）収量の比率で表す。10a当たり平年収量は、作物の栽培を開始する
以前に、その年の気象の推移や被害の発生状況等を平年並とみなし、最近の栽培
技術の進歩の度合いや作付変動等を考慮し、実収量のすう勢を基に作成したその
年に予想される10a当たり収量をいう。

集落営農

集落等地縁的にまとまりのある一定の地域内の農家が農業生産を共同して行う
営農活動をいう。転作田の団地化、共同購入した機械の共同利用、担い手が中心
となって取り組む生産から販売までの共同化等、地域の実情に応じてその形態や
取組内容は多様である。

食の外部化

共働き世帯や単身世帯の増加、高齢化の進行、生活スタイルの多様化等を背景
に、家庭内で行われていた調理や食事を家庭外に依存する状況が見られる。これ
に伴い、食品産業においても、食料消費形態の変化に対応した調理食品、総菜、
弁当といった「中食」の提供や市場開拓等に進展が見られている。こういった動
向を総称して「食の外部化」という。→「中食」を参照

食料安全保障

我が国における食料安全保障については、食料・農業・農村基本法において、
「国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国
内における需給が相当の期間著しく逼

ひっ
迫
ぱく
し、又は逼

ひっ
迫
ぱく
するおそれがある場合にお

いても、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じないよ
う、供給の確保が図られなければならない。」とされている。
他方、世界における食料安全保障（Food�Security）については、FAO（国
連食糧農業機関）で、全ての人が、いかなる時にも、活動的で健康的な生活に必
要な食生活上のニーズと嗜

し
好
こう
を満たすために、十分で安全かつ栄養ある食料を、

物理的にも社会的にも経済的にも入手可能であるときに達成されるとされてい
る。また、食料安全保障には４つの要素があり、適切な品質の食料が十分に供給
されているか（供給面）、栄養ある食料を入手するための合法的、政治的、経済
的、社会的な権利を持ちうるか（アクセス面）、安全で栄養価の高い食料を摂取
できるか（利用面）、いつ何時でも適切な食料を入手できる安定性があるか（安
定面）とされている。

食料国産率
国内に供給される食料に対する国内生産の割合であり、飼料が国産か輸入かに
かかわらず、畜産業の活動を反映し、国内生産の状況を評価する指標。輸入した
飼料を使って国内で生産した分も国産に算入して計算
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食料自給率

我が国の食料全体の供給に対する国内生産の割合を示す指標
〇　品目別自給率：以下の算定式により、各品目における自給率を重量ベースで
算出

品目別自給率＝ ＝国内生産量
国内消費仕向量

国内生産量
国内生産量＋輸入量－輸出量±在庫増減

食料自給率の算定式

〇　総合食料自給率：食料全体における自給率を示す指標として、供給熱量（カ
ロリー）ベース、生産額ベースの2通りの方法で算出。畜産物については、輸
入した飼料を使って国内で生産した分は、国産には算入していない。
・　供給熱量（カロリー）ベースの総合食料自給率：分子を1人・1日当たり
国産供給熱量、分母を1人・1日当たり供給熱量として計算。供給熱量の算
出にあたっては、「日本食品標準成分表2015年版（七訂）」に基づき、品目
ごとに重量を供給熱量に換算した上で、各品目の供給熱量を合計。
・　生産額ベースの総合食料自給率：分子を食料の国内生産額、分母を食料の
国内消費仕向額として計算。金額の算出に当たっては、生産農業所得統計の
農家庭先価格等に基づき、重量を金額に換算した上で、各品目の金額を合
計。

〇　飼料自給率：畜産物を生産する際に家畜に給与される飼料のうち、国産（輸
入原料を利用して生産された分は除く）でどの程度賄われているかを示す指
標。「日本標準飼料成分表（2009年版）」等に基づき、TDN（可消化養分総
量）に換算し算出

食料自給力

国内農林水産業生産による食料の潜在生産能力を示す概念。その構成要素は、
農産物は農地・農業用水等の農業資源、農業技術、農業就業者、水産物は潜在的
生産量と漁業就業者
〇　食料自給力指標
我が国の農地等の農業資源、農業者、農業技術といった潜在生産能力をフル
活用することにより得られる食料の供給熱量を示す指標
生産を以下の2パターンに分け、それぞれの熱量効率が最大化された場合の
国内農林水産業生産による1人・1日当たり供給可能熱量により示す。加え
て、各パターンの生産に必要な労働時間に対する現有労働力の延べ労働時間の
充足率（労働充足率）を反映した供給可能熱量も示す。
①　栄養バランスを考慮しつつ、米・小麦を中心に熱量効率を最大化して作付
け
②　栄養バランスを考慮しつつ、いも類を中心に熱量効率を最大化して作付け

総合化事業計画

「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産
物の利用促進に関する法律」（六次産業化・地産地消法）に基づき、農林漁業経
営の改善を図るため、農林漁業者等が農林水産物や副産物（バイオマス等）の生
産とその加工又は販売を一体的に行う事業活動に関する計画

た

地産地消
国内の地域で生産された農林水産物（食用に供されるものに限る。）を、その
生産された地域内において消費する取組。食料自給率の向上に加え、直売所や加
工の取組等を通じて、６次産業化にもつながるもの

直
ちょく
播
はん
栽培（水

稲）

稲の種もみを直接田に播
は
種
しゅ
する栽培方法で、慣行栽培（移植栽培）で必要な育

苗や移植の作業を省略できる。播
は
種
しゅ
の仕方等により様々な方法があるが、大別す

ると、耕起・代かき後の水を張った水田に播
は
種
しゅ
する湛

たん
水
すい
直
ちょく
播
はん
栽培と、水を張っ

ていない状態の田に播
は
種
しゅ
する乾田直

ちょく
播
はん
栽培がある。
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な

中食

レストラン等へ出かけて食事をする「外食」と、家庭内で手づくり料理を食べ
る「内食」の中間にあって、市販の弁当や総菜、家庭外で調理・加工された食品
を家庭や職場・学校等で、そのまま（調理加熱することなく）食べること。これ
ら食品（日持ちしない食品）の総称としても用いられる。

認定農業者（制
度）

農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定
的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業
者が作成した農業経営改善計画を認定する制度。認定農業者に対しては、スー
パーL資金等の低利融資制度、農地流動化対策、担い手を支援するための基盤整
備事業等の各種施策を実施

農業集落

市町村の区域の一部において、農作業や農業用水の利用を中心に、家と家とが
地縁的、血縁的に結び付いた社会生活の基礎的な地域単位のこと。農業水利施設
の維持管理、農機具等の利用、農産物の共同出荷等の農業生産面ばかりでなく、
集落共同施設の利用、冠婚葬祭、その他生活面に及ぶ密接な結び付きの下、様々
な慣習が形成されており、自治及び行政の単位としても機能している。

農業水利施設

農地へのかんがい用水の供給を目的とするかんがい施設と、農地における過剰
な地表水及び土壌水の排除を目的とする排水施設に大別される。かんがい施設に
は、ダム等の貯水施設や、取水堰

せき
等の取水施設、用水路、揚水機場、分水工、

ファームポンド等の送水・配水施設があり、排水施設には、排水路、排水機場等
がある。このほか、かんがい施設や排水施設の監視や制御・操作を行う水管理施
設がある。

農地の集積・�
集約化

農地の集積とは、農地を所有し、又は借り入れること等により、利用する農地
面積を拡大することをいう。農地の集約化とは、農地の利用権を交換すること等
により、農地の分散を解消することで農作業を連続的に支障なく行えるようにす
ることをいう。

は

バイオマス

動植物に由来する有機性資源で、化石資源を除いたものをいう。バイオマス
は、地球に降り注ぐ太陽のエネルギーを使って、無機物である水と二酸化炭素か
ら、生物が光合成によって生成した有機物であり、ライフサイクルの中で、生命
と太陽エネルギーがある限り持続的に再生可能な資源である。

バリューチェー
ン

生産から加工、流通、販売に至るまで、各事業が有機的につながり、それぞれ
の工程で付加価値を生み出していくプロセスのこと

ビッグデータ ボリュームが膨大でかつ構造が複雑であるが、そのデータ間の関係性等を分析
することで新たな価値を生み出す可能性のあるデータ群のこと

豚熱

CSFウイルスによって引き起こされる豚やイノシシの伝染病であり、発熱、
食欲不振、元気消失等の症状を示し、強い伝

でん
播
ぱ
力と高い致死率が特徴。アジアを

含め世界では本病の発生が依然として認められる。我が国は、平成19（2007）
年に清浄化を達成したが、平成30（2018）年９月に26年ぶりに発生した。な
お、豚、イノシシの病気であり、人に感染することはない。

や

遊休農地

農地法第32条第1項各号のいずれかに該当するもので、「現に耕作の目的に供
されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地（第1
号）」、「その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に
比し著しく劣っていると認められる農地（第2号）」
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ら

６次産業化

農林漁業者等が必要に応じて農林漁業者等以外の者の協力を得て主体的に行
う、1次産業としての農林漁業と、2次産業としての製造業、3次産業としての
小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな
付加価値を生み出す取組

わ

「和食；日本人
の伝統的な食文
化」

平成25（2013）年12月に、「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無
形文化遺産に登録された。この「和食」は、「自然を尊重する」というこころに
基づいた日本人の食慣習であり、①多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重、②健
康的な食生活を支える栄養バランス、③自然の美しさや季節のうつろいの表現、
④正月等の年中行事との密接な関わり、という特徴を持つ。
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（2）アルファベット順
A

AI Artificial�Intelligenceの略で、人工知能のこと。学習・推論・判断といった
人間の知能の持つ機能を備えたコンピュータシステム

A
ア セ ア ン
SEAN

Association�of�South-East�Asian�Nationsの略で、東南アジア諸国連合の
こと。昭和42（1967）年、東南アジアにおける経済成長や社会・文化的発展の
促進、政治・経済的安定の確保、その他諸問題に関する協力を目的として、タイ
のバンコクにおいて設立された。設立当初は、インドネシア、マレーシア、フィ
リピン、シンガポール、タイの５か国が加盟、その後、ブルネイ（昭和59
（1984）年加盟）、ベトナム（平成７（1995）年加盟）、ラオス、ミャンマー（平
成９（1997）年加盟）、カンボジア（平成11（1999）年加盟）が加わり、10
か国となっている。また、平成９（1997）年のアジア通貨危機を契機に、我が
国、中国、韓国の3か国が加わり、東アジアで地域協力をする「ASEAN＋3」
の枠組みも進められている。

ASF African�Swine�Feverの略で、アフリカ豚熱の呼称。詳細は、アフリカ豚熱
を参照

A
ア ジ ア ギ ャ ッ プ
SIAGAP JGAP/ASIAGAPを参照

B

BCP

Business�Continuity�Planの略で、災害等のリスクが発生したときに重要業
務が中断しないための計画のこと。また、万一、事業活動が中断した場合でも、
目標復旧時間内に重要な機能を再開させ、業務中断に伴うリスクを最低限にする
ために、平時から事業継続について戦略的に準備しておく計画

C

CSF Classical�Swine�Feverの略で、豚熱の呼称。詳細は、豚熱を参照

E

EPA/FTA

EPAはEconomic�Partnership�Agreementの略で、経済連携協定、FTAは
Free�Trade�Agreementの略で、自由貿易協定のこと。物品の関税やサービス
貿易の障壁等を削減・撤廃することを目的として特定国・地域の間で締結される
協定をFTAという。FTA�の内容に加え、投資ルールや知的財産の保護等も盛り
込み、より幅広い経済関係の強化を目指す協定をEPA�という。「関税及び貿易
に関する一般協定」（GATT）等においては、最恵国待遇の例外として、一定の
要件（（1）「実質上のすべての貿易」について「関税その他の制限的通商規則を
廃止」すること、（2）廃止は、妥当な期間内（原則10年以内）に行うこと、
（3）域外国に対して関税その他の通商障壁を高めないこと等）の下、特定の
国々の間でのみ貿易の自由化を行うことも認められている（「関税及び貿易に関
する一般協定」（GATT）第24条他）。

F

F
エフギャップ
GAP

FGAP（ふくしま県GAP）は福島県が策定している制度であり、農林水産省
の「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドライン」に準拠して
いる。また、福島県独自の基準として、放射性物質対策を詳細に規定している。

G

G
ギャップ
AP Good�Agricultural�Practice�の略で、農業において、食品安全、環境保全、

労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組のこと
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GFSI

Global�Food�Safety�Initiativeの略で、世界食品安全イニシアティブのこと。
グローバルに展開する食品事業者が集まり、食品安全の向上と消費者の信頼強化
に向け様々な取組を行う機関。平成12（2000）年５月に、The�Consumer�
Goods�Forum（CGF：世界70か国、約400社のメーカー、小売事業者、サー
ビス・プロバイダーによる国際的な組織。）の下部組織として発足

G
グ ロ ー バ ル ギ ャ ッ プ
LOBALG.A.P. ドイツのFood�PLUS�GmbHが策定した第三者認証のGAP。青果物及び水産

養殖に関してGFSI承認を受けており、主に欧州で普及

GNSS/GPS

GNSSとは、Global�Navigation�Satellite�Systemの略で、人工衛星からの
信号を受信することにより、世界のどこにいても現在位置を正確に割り出すこと
ができる測位システムのこと。GPSとは、Global�Positioning�Systemの略で
GNSSの一つ

H

H
ハ サ ッ プ
ACCP

Hazard�Analysis�and�Critical�Control�Point�の略で、危害要因分析・重要
管理点のこと。原料受入れから最終製品までの各工程で、微生物による汚染、金
属の混入等の危害の要因を予測（危害要因分析：Hazard�Analysis）した上で、
危害の防止につながる特に重要な工程（重要管理点：Critical�Control�Point、
例えば加熱・殺菌、金属探知機による異物の検出等の工程）を継続的に監視・記
録する工程管理のシステム

I

ICT Information�and�Communication�Technologyの略。情報や通信に関する
技術の総称

IoT
Internet�of�Thingsの略で、モノのインターネットのこと。世の中に存在す
る様々なモノがインターネットに接続され、相互に情報をやり取りして、自動認
識や自動制御、遠隔操作等を行うこと

J

JFS 一般財団法人食品安全マネジメント協会が策定した第三者認証の食品安全管理
規格。なお、JFSは、平成30（2018）年10月に、GFSIの承認を取得

J
ジェイギャップ
G A P/
A
ア ジ ア ギ ャ ッ プ
SIAGAP

一般財団法人日本GAP協会が策定した第三者認証のGAP。JGAPの対象は青
果物、穀物、茶、家畜・畜産物。ASIAGAPの対象は青果物、穀物、茶。なお、
ASIAGAPは、平成30（2018）年10月に、GFSIの承認を取得

N

NPO/NPO法人

Non�Profit�Organization�の略で、非営利団体のこと。様々な社会貢献活動
を行い、団体構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称であ
る。様々な分野（福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力等）で、社会
の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されている。NPO
のうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得したものを特定非営利活動
法人といい、銀行口座の開設や事務所の賃借等を法人名で行うことができる。

O

OIE

国際獣疫事務局の発足当時の名称であるOffice�International�des�Epizooties
（フランス語）の略。現在の名称はWorld�Organisation�for�Animal�Health。
大正13（1924）年に発足した動物衛生の向上を目的とした政府間機関で、182
の国と地域が加盟（令和元（2019）年５月末時点）。我が国は昭和５（1930）
年に加盟。主に、ASF等の動物疾病防疫や薬剤耐性対策等への技術的支援、動
物・畜産物貿易、アニマルウェルフェア等に関する国際基準の策定等の活動を
行っている。
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S

SDGs（持続可
能な開発目標）

平成27（2015）年９月の国連サミットにおいて全会一致で採択された、令和
12（2030）年を期限とする国際社会全体の開発目標。飢餓や貧困の撲滅、経済
成長と雇用、気候変動対策等包括的な17の目標を設定。法的な拘束力はなく、
各国の状況に応じた自主的な対応が求められる。
我が国では、平成28（2016）年５月に、SDGsの実施のために閣議決定で

「持続可能な開発目標（SDGs）推進本部」を設置。同年12月にSDGs実施のた
めの我が国のビジョンや優先課題等を掲げた「持続可能な開発目標（SDGs）実
施指針」を、平成29（2017）年12月には我が国のSDGsモデルの発信に向け
た方向性や主要な取組を盛り込んだ「SDGsアクションプラン2018」を同本部
で決定。SDGsはSustainable�Development�Goalsの略

W

WCS用稲
WCSはWhole�Crop�Silageの略で、実と茎葉を一体的に収穫し、乳酸発酵
させた飼料のこと。WCS用稲は、WCSとして家畜に給与する目的で栽培する
稲のことで、水田の有効活用と飼料自給率の向上に資する。

WTO

World�Trade�Organization�の略で、世界貿易機関のこと。ウルグアイ・ラ
ウンド合意を受け、「関税及び貿易に関する一般協定」（GATT）の枠組みを発展
させるものとして、平成７（1995）年1月に発足した国際機関。本部はスイス
のジュネーブにあり、貿易障壁の除去による自由貿易推進を目的とし、多角的貿
易交渉の場を提供するとともに、国際貿易紛争を処理する。
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4．農業・森林・水産業の多面的機能
（1）農業
雨水の保水・貯留によ
る洪水防止機能

畦
けい
畔
はん
に囲まれている水田や、耕された畑の土壌に雨水を一時的に貯留す

ることで洪水を防止・軽減する機能

土砂崩壊防止機能

傾斜地農地において、農業の生産活動を通じて農地の崩壊を初期段階で
発見し補修することにより、斜面の崩壊を未然に防ぐ機能。また、田畑を
耕作することで、雨水を地下にゆっくりと浸透させ、地下水位が急上昇す
ることを抑え、地すべりを防止する機能

土壌侵食防止機能 水田に水が張られたり、田畑の作物の葉や茎により雨水や風による土壌
の侵食を防いだりする機能

水源涵
かん
養
よう
機能 水田で利用される農業用水や雨水が地下に浸透し、時間をかけて河川に還

元されるとともに、より深く地下に浸透した水が流域の地下水を涵
かん
養
よう
する機能

水質浄化機能 水田や畑の水中や土中の微生物が水中の有機物を分解し、作物が窒素を
吸収するほか、微生物の働きにより窒素分を取り除き、水質を浄化する機能

有機性廃棄物分解機能 水田や畑の土の中で、バクテリア等の微生物が家畜排せつ物や生ごみ等
から作った堆肥を更に分解し、再び農作物が養分として吸収する機能

気候緩和機能 農地で栽培される作物の蒸発散によって熱を吸収し気温を下げることや
水田の水面からの蒸発により気温が低下する機能

生物多様性保全機能
水田・畑等が適切かつ持続的に管理されることによって、植物や昆虫、
動物等の豊かな生態系を持つ二次的な自然が形成・維持され、生物の多様
性が確保される機能

良好な景観の形成機能 農業の営みを通じ、農地と農家の家屋、その周辺の水辺や里山等が一体
となった良好な農村の景観を形成する機能

文化の伝承機能 我が国の年中行事や祭事の多くは、豊作を祈る祭事等に由来しており、こ
のような行事や地域独自の祭り等の文化を、農業活動を通じて伝承する機能

（2）森林

生物多様性保全機能 多くの野生動植物が生息・生育するなど、遺伝子や生物種、生態系の多
様性を保全する機能

地球環境保全機能 温暖化の原因である二酸化炭素の吸収や蒸発散作用により、地球規模で
自然環境を調節する機能

土砂災害防止機能／土
壌保全機能

森林の下層植生や落枝落葉が地表の侵食を抑制するとともに、森林の樹
木が根を張りめぐらすことによって土砂の崩壊を防止する機能

水源涵
かん
養
よう
機能 森林の土壌が雨水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を

緩和するとともに、川の流量を安定させる機能

快適環境形成機能 蒸発散作用等による気候緩和や、防風や防音、樹木の樹冠による塵
じん
埃
あい
の

吸着、ヒートアイランド現象の緩和等により、快適な環境を形成する機能

保健・レクリエーショ
ン機能

フィトンチッドに代表される樹木からの揮発性物質により直接的な健康
増進効果や、行楽やスポーツの場を提供する機能

文化機能 森林景観が、伝統文化伝承の基盤として日本人の自然観の形成に大きく
関わるとともに、森林環境教育や体験学習の場を提供する機能
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物質生産機能 木材のほか、各種の抽出成分、きのこ等を生産する機能

（3）水産業
漁獲によるチッソ・リ
ン循環の補完機能

適度な漁獲によって、食物連鎖によって海の生物に取り込まれたチッソ、
リンを陸上へと回収し、チッソ・リンの循環を補完する機能

海域環境の保全機能 カキやアサリ等の二枚貝類が、海水をろ過し、プランクトンや有機懸濁
物を餌とすることで海水を浄化するなど、海域環境を保全する機能

水質浄化機能 干潟、藻場及びそこに生育・生息する動植物が、水中の有機物を分解し、
栄養塩類や炭酸ガスを吸収し、酸素を供給するなど海水を浄化する機能

生態系保全機能 適切な水産業の営みにより多くの水生生物に生息・生育の場を提供する
干潟や藻場等の生態系が保全される機能

伝統漁法等の伝統的文
化を継承する機能 漁村の人々の営みを通じて、伝統漁法等の伝統的文化を継承する機能

海難救助機能 沈没・転覆・座礁・漂流・衝突・火災等船が航海中に起こる海難事故の
発生時に、漁業者が行う救助活動

災害救援機能 震災やタンカー事故等災害時の、漁業者が行う物資輸送や流出油の回収
等の救援機能

海域環境モニタリング
機能

赤潮・青潮やクラゲの大量発生等の漁業者による早期発見等、海域環境
の異変の監視機能

国境監視機能 貴重な水産資源の密漁監視活動を通じて、密輸や密入国の防止等国益を
守る機能

交流等の場を提供する
機能

海洋性レクリエーション等のリフレッシュの場、自然の大切さを学べる
交流の場を提供する機能
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巻末付録　平成30年間の主な動きと指標
平成30 年間の主な動き

社会・経済 食料・農業・農村の動向と主な施策

平成元年
（1989） 消費税スタート

農業協同組合合併助成法改正
（農協の合併による事業の能率化や近代化の促進）

農用地利用増進法改正
（農用地の利用調整のための仕組みの追加）

特定農産加工業経営改善臨時措置法制定
（かんきつ類や馬鈴しょ等輸入により著しい影響を受ける加工業種等の支援）

平成２年
（1990） 東西ドイツ統一

市民農園整備促進法制定
（市民農園の整備の円滑化）

自主流通米価格形成機構における米の入札取引開始

平成３年
（1991）

湾岸戦争
ソ連崩壊
バブル経済崩壊

イネゲノム解析プロジェクトの開始
食品流通構造改善促進法制定
（食品の流通機構の合理化と流通機能の高度化の支援）

平成４年
（1992） 地球環境サミット

「新しい食料・農業・農村政策の方向」の決定
・�食料のもつ意味や農業・農村の役割の明確化、地球環境
問題への配慮
・�効率的かつ安定的な経営体が生産の大宗を担う農業構造
の実現
・�自主性と創意工夫を活かした地域づくり

平成５年
（1993）

戦後最悪の米の不作
（作況指数74）
EU（欧州連合）誕生

農用地利用増進法 1改正
（認定農業者制度の創設等）

特定農山村法 2制定
（特定農山村地域の特性に即した農林業の振興）

米の緊急輸入
ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意
（�米以外の輸入数量制限等を行っているすべての農産物の関税化や米のミニ
マム・アクセス設定等）

平成６年
（1994）

農山漁村余暇法 3制定
（農林漁業体験民宿業の登録制度等）

食糧法 4制定
（�食糧管理法廃止、備蓄のための政府買入れに限定、計画流通制度への移行
等）

平成７年
（1995）

WTO発足
阪神・淡路大震災

青年就農促進法 5制定
（就農準備資金等の貸付け）

農業経営基盤強化促進法改正
（農地保有合理化法人に対する支援の強化）

ミニマム・アクセス米輸入開始

平成８年
（1996）

病原性大腸菌O157に
よる集団食中毒発生

植物防疫法改正
（有害動植物の危険度に応じた検疫措置の実施）

農業協同組合法等改正
（農協系統の業務執行・監査体制の強化、経営合理化等）

1	「農業経営基盤強化促進法」に名称変更
2	 正式名称「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」
3	 正式名称「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」
4	 正式名称「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」
5	 正式名称「青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」
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社会・経済 食料・農業・農村の動向と主な施策

平成９年
（1997）

財政構造改革法制定
地球温暖化防止京都会
議

家畜伝染病予防法改正
（BSE1等の家畜伝染病への認定、国内防疫体制の整備等）

新たな米政策大綱決定
（生産調整推進対策、稲作経営安定対策、計画流通制度の運営改善）

平成10年
（1998）

「21世紀の国土のグラ
ンドデザイン（多軸型
国土構造）」策定

農地法改正
（２ha超４ha以下の農地転用の権限を都道府県知事に移譲）

HACCP手法支援法 2制定
（食品の製造過程の管理の高度化計画の認定等）

種苗法制定
（品種登録制度の整備等）

平成11年
（1999）

男女共同参画社会基本
法制定

米の関税化
食料・農業・農村基本法制定
（�食料の安定供給確保、多面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農村地域
の振興という４つの理念の提示、食料自給率目標の設定）

JAS法 3改正
（飲食料品に関して横断的な品質表示基準の制定等）

持続農業法 4制定
（土づくり及び化学肥料・農薬低減技術の導入の促進等）

肥料取締法改正
（堆肥等の品質表示の義務化等）

家畜排せつ物法 5制定
（野積みや素掘りの解消による管理の適正化等）

平成12年
（2000）

循環型社会形成推進基
本法制定
加工乳等による食中毒
事故発生

食料・農業・農村基本計画策定
・�食料自給率目標の設定（供給熱量ベース）
・�不測時における食料安全保障マニュアルの策定
・�価格政策から所得政策への転換
・�中山間地域等の振興
中山間地域等直接支払制度導入
（農業生産条件の不利性を補正）

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法等改正
（不足払いを廃止し固定払いに変更）

食品リサイクル法 6制定
（再生利用量に関する数値目標の設定等）

農地法改正
（農業生産法人の一形態として株式会社を位置付け）

平成13年
（2001）

中央省庁再編
米国同時多発テロ発生
BSE感染牛発生
WTOドーハ・ラウン
ド交渉開始

農業協同組合法等改正
（農協系統信用事業の確立）

土地改良法改正
（環境との調和への配慮、国県営施設更新事業の拡充等）

農業及び森林の多面的機能の評価について日本学術会議答申

1	 正式名称「牛海綿状脳症」
2	 正式名称「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」
3	 正式名称「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」
4	 正式名称「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」
5	 正式名称「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」
6	 正式名称「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」
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社会・経済 食料・農業・農村の動向と主な施策

平成14年
（2002）

食品偽装表示事件の多
発
新型肺炎SARS発生

「食」と「農」の再生プラン
（消費者に軸足をおいた農政展開）

JAS法改正
（違反業者名公表の迅速化、罰則の強化等）

米政策改革大綱決定
（需要に応じた米生産の推進等）

農薬取締法改正
（無登録農薬の使用規制の創設等）

構造改革特別区域法制定
（リース方式での一般法人の農業参入）

平成15年
（2003） カルタヘナ議定書発効

食品安全基本法制定
（農林水産省に「消費・安全局」を設置）

牛トレーサビリティ法 1�制定
（牛の個体識別情報の伝達の義務化）

カルタヘナ法 2制定
（未承認の遺伝子組換え生物等の使用を規制等）

食糧法改正
（計画流通制度の廃止、生産調整等の見直し等）

平成16年
（2004）

鳥インフルエンザ発生
（79年ぶり）
新潟県中越地震

青年就農促進法改正
（就農支援資金の貸付対象を拡大等）

家畜伝染病予防法改正
（届出義務違反に関する制裁措置の強化、助成措置の制度化）

農業協同組合法等改正
（合併及び信用事業譲渡の手続きの簡素化等）

平成17年
（2005）

京都議定書発効
愛知万博

食料・農業・農村基本計画策定
・�食料自給率目標の設定（生産額ベースを追加）
・�食の安全と消費者の信頼の確保
・�品目横断的政策への転換
・�農地・水・環境保全向上対策の導入
農業経営基盤強化促進法改正
（リース方式による農業参入の全国展開）

食育基本法制定
（国民運動として食育を推進）

平成18年
（2006）

食育推進基本計画作成
（食育の推進の目標設定）

バイオマス・ニッポン総合戦略策定
（バイオマスの利活用の推進等）

食糧法改正
（国産麦の政府無制限買入制度の廃止等）

1	 正式名称「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」
2	 正式名称「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」
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社会・経済 食料・農業・農村の動向と主な施策

平成19年
（2007） 新潟県中越沖地震

農政改革三対策の導入
・�品目横断的経営安定対策�
（地域農業の担い手の確保、土地利用型農業の体質強化）

・�米政策改革推進対策�
（消費者ニーズに応じた米生産の推進等）

・�農地・水・環境保全向上対策�
（農地・農業用水等を適切に保全管理する取組を支援）

農山漁村活性化法 1制定
（地方公共団体の活性化計画への交付金の交付）

平成20年
（2008）

北海道洞爺湖サミット
開催
リーマンショック
事故米殻の不正規流通
問題

子ども農山漁村交流プロジェクト
（子どもが農山漁村に宿泊して行う体験活動を推進）

農商工等連携促進法 2制定
（農林漁業者と食品産業等の中小企業者の連携による新事業の展開を支援）

平成21年
（2009）

新型インフルエンザの
世界的流行
消費者庁設立

米粉・エサ米法 3制定
（米・出荷販売業者が守るべきルールの整備等）

米トレーサビリティ法 4制定
（米の産地情報の伝達の義務化等）

食糧法改正
（加工用、飼料用等の用途以外の使用の禁止等）

農地法改正
（農地の許可基準の見直し等による農地の有効利用）

平成22年
（2010）

口蹄疫発生
2010年日本APEC首
脳会談開催

食料・農業・農村基本計画策定
・�食料自給率目標を50％に引上げ
・�食の安全と消費者の信頼の確保
・�戸別所得補償制度の創設等
・�農業・農村の６次産業化
戸別所得補償モデル対策
（米の生産費と販売価格の差額を交付）

APEC食料安全保障担当大臣会合開催
六次産業化・地産地消法 5制定
（地域資源を活用した新事業の創出や地域の農林水産物の利用の促進）

平成23年
（2011）

東日本大震災
東日本大震災復興特別
区域法制定

第２次食育推進基本計画作成
（重点課題の設定、食育の推進の目標見直し）

農業者戸別所得補償制度
（対象作物の生産費と販売価格の差額を交付）

農業・農村の復興マスタープラン策定
（農地の復旧のスケジュールの明確化等）

平成24年
（2012）

株式会社農林漁業成長産業化支援機構法制定
（�農林漁業者が主体となって新たな事業分野を開拓する事業活動等に対する
出融資や経営支援）

1	 正式名称「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」
2	 正式名称「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」
3	 正式名称「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」
4	 正式名称「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」
5	 正式名称「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」
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平成25年
（2013）

農林水産業・地域の活力創造本部設置
食品表示法制定
（食品表示に関して、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の一元化）

農山漁村再生可能エネルギー法 1制定
（�農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の
促進）

「和食」ユネスコ無形文化遺産登録
農林水産業・地域の活力創造プラン決定
（�農地中間管理機構の創設、経営所得安定対策の見直し、日本型直接支払制
度の創設、米政策の見直し）

農地中間管理事業の推進に関する法律制定
（農地中間管理機構の創設）

平成26年
（2014）

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律制定
（農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農活動を支援）

農林水産業・地域の活力創造プラン改訂
（農協・農業委員会・農業生産法人改革の推進）

地理的表示法 2制定
（地域ならではの特徴的な産品の名称を知的財産として保護）

平成27年
（2015）

ミラノ国際博覧会
SDGs採択
TPP大筋合意

食料・農業・農村基本計画策定
・�食料自給力指標の公表
・�国産農産物の消費拡大や「和食」の保護・継承
・�農地中間管理機構のフル活用
・�米政策改革の着実な推進
・�多面的機能支払制度の着実な実施
・�東日本大震災からの復旧・復興
都市農業振興基本法制定
（国・地方公共団体の責務の明確化、都市農業振興基本計画の策定）

農業協同組合法改正
（株式会社等への組織変更の可能化、農協中央会の廃止等）

総合的なTPP関連政策大綱決定
（体質強化対策と経営安定対策）

平成28年
（2016）

熊本地震
伊勢志摩サミット開催
パリ協定発効

第３次食育推進基本計画作成
（重点課題の見直し、食育の推進の目標見直し）

G７新潟農業大臣会合開催
農林水産業・地域の活力創造プラン改訂
（農業競争力強化プログラム、農林水産物輸出インフラ整備プログラムの策定）

1	 正式名称「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」
2	 正式名称「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」
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平成29年
（2017）

日EU・EPA大枠合意
TPP11大筋合意

農業競争力強化支援法制定
（農業生産に関連する事業の再編等）

土地改良法改正
（農地中間管理機構と連携した都道府県営事業の創設等）

畜産経営安定法等改正
（生産者補給金制度の恒久化、集送乳調整金の交付等）

農業災害補償法 1改正
（収入保険の創設、農業共済の見直し等）

総合的なTPP等関連政策大綱決定
（チーズ等の乳製品の競争力強化、小麦のマークアップの実質的撤廃等）

農林水産業・地域の活力創造プラン改訂
（�卸売市場を含めた食品流通構造改革、新たなニーズに対応した農地制度の
見直し）

平成30年
（2018）

CSF発生（26年ぶり）
築地市場閉場
TPP11発効

米政策改革
（生産調整の数量目標配分を廃止）

農業経営基盤強化促進法改正
（所有者不明農地等の利用の促進等）

農薬取締法改正
（再評価制度の導入、農薬の登録審査の見直し等）

都市農地の貸借の円滑化に関する法律制定
（生産緑地の貸借をしやすくする仕組みを整備）

農林水産業・地域の活力創造プラン改訂
（�農地中間管理機構法施行後５年見直し、スマート農業の現場実装の推進、
農林水産業の輸出力の強化）

食品衛生法・食品表示法改正
（HACCP義務化、食品リコール制度の導入等）

平成31年
（2019） 日EU・EPA発効 収入保険開始（青色申告者を対象）

1	「農業保険法」に名称変更
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平成30年間の主な指標（全体）

（単位） 昭和60年
（1985）

平成2年
（1990）

平成12年
（2000）

平成22年
（2010）

平成31年
（2019）

全

体

人口 百万人 121 124 127 128 126＊

国内総生産（名目）1（年度） 10億円 338,999 462,964 528,447 499,429 550,308＊

1人当たりのGDP（名目）２（年度） 千円 2,731 3,655 4,165 3,901 4,337＊

貿易収支 億円 108,707 76,017 107,158 66,347 －16,678

為替レート（1ドル）3 円 238.5 144.8 107.7 87.8 109.0

国の一般歳出予算4（年度） 億円 325,854 366,731 480,914 534,542 599,359

農林水産関係予算（年度） 億円 33,008 31,221 34,279 24,517 23,108

国の一般歳出予算額に占める農林
水産関係予算の割合（年度） ％ 10.1 8.5 7.1 4.6 3.9

資料：総務省「人口推計」、内閣府「国民経済計算」、財務省「貿易統計」、日本銀行「主要時系列統計データ表」を基に農林水産省作成
注：＊マークがあるものについては、平成30年（度）の数値である。

1）国内総生産は、昭和60年度と平成2年度は「支出側GDP系列簡易遡及（2011年基準・08SNA）」、平成12年度以降は「2019年
1－3月期四半期別GDP速報（2次速報値）」による。

2）1人当たりGDPは、昭和60年度と平成2年度は「平成21年度国民経済計算（2000年基準・93SNA）」、平成12年度以降は「平
成29年度国民経済計算（2011年基準・08SNA）」による。

3）為替レートは、東京市場　ドル・円　スポット17時時点/月中平均より1年間の平均値を計算し算出
4）国の一般歳出予算は、国の一般会計歳出予算から国債費、地方交付税交付金等を除いたもの。

平成30 年間の主な指標（食料・農業・農村関係）

（単位） 昭和60年
（1985）

平成2年
（1990）

平成12年
（2000）

平成22年
（2010）

平成31年
（2019）

自

給

率

食料自給率1（年度）

供給熱量
ベース ％ 53 48 40 39 37＊

生産額
ベース ％ 82 75 71 70 66＊

飼料自給率1（年度） ％ 27 26 26 25 25＊

国

際

農林水産物輸入額 億円 62,884 72,806 69,140 71,194 95,198

農林水産物輸出額 億円 4,895 3,536 3,149 4,920 9,121

食

料

消

費

・

食

生

活

等

1人1年当たり供給純
食料２（年度）

米 kg 74.6 70.0 64.6 59.5 53.8＊

小麦 kg 31.7 31.7 32.6 32.7 32.4＊

野菜 kg 111.7 108.4 102.4 88.1 89.9＊

果実 kg 38.2 38.8 41.5 36.6 35.6＊

肉類 kg 22.9 26.0 28.8 29.1 33.5＊

牛乳・乳
製品 kg 70.6 83.2 94.2 86.4 95.7＊

魚介類 kg 35.3 37.5 37.2 29.4 23.9＊

油脂類 kg 14.0 14.2 15.1 13.5 14.2＊

消費者物価指数（食
料）

2015年
＝100 81.4 86.5 92.3 93.9 104.3

生

産

額

農業総産出額 億円 116,295 114,927 91,295 81,214 90,558＊

生産農業所得 億円 43,800 48,172 35,562 28,395 34,873＊

農林漁業の国内総生産 兆円 9.4 9.7 7.0 5.3 6.0＊

食品産業の国内総生産 兆円 30.8 38.4 46.5 40.2 47.2＊
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（単位） 昭和60年
（1985）

平成2年
（1990）

平成12年
（2000）

平成22年
（2010）

平成31年
（2019）

生

産

額

農産物価格指数3 2015年
＝100 105.2 108.0 91.4 92.9 111.8＊

農業生産資材価格指数3 2015年
＝100 80.8 78.7 80.1 90.4 100.7＊

農

家

販売農家数 万戸 331 297 234 163 113

主業農家数 万戸 － 82 50 36 24

農

業

労

働

力

基幹的農業従事者数

万人 346 293 240 205 140

平均年齢 歳 － － 62.2 66.1 66.8

65歳以上
の割合 ％ 19.5 26.8 51.2 61.1 69.7

新規就農者数4

万人 － 1.6 7.7 5.5 5.6＊

うち49歳
以下 万人 － 0.5 1.8 1.8 1.9＊

認定農業者数5（年度） 万経営体 － － 15.0 24.6 23.9＊

集落営農数 千組織 － － － 13.6 14.9

農地所有適格法人数 法人 3,168 3,816 5,889 11,829 19,213

水稲（10a当たり）の
直接労働時間 時間 54.5 43.8 33.0 25.1 22.4＊

農

地

耕地面積 万ha 538 524 483 459 440

荒廃農地6 万ha － － － 29.2 28.0＊

作付延べ面積7 万ha 566 535 456 423 405＊

耕地利用率8 ％ 105.1 102.0 94.5 92.2 91.6＊

販売農家1戸当たりの
経営耕地面積9

全国 ha 1.33 1.41 1.60 1.96 2.50

北海道 ha 10.11 11.88 15.98 21.48 25.36

都府県 ha 1.05 1.10 1.21 1.42 1.77

農

村

農村人口10

万人 4,770 4,546 4,412 4,194 －

対総人口比 ％ 39 37 35 33 －

65歳以
上の割合 ％ 13 15 21 27 －

農業集落数 万集落 － 14.0 13.5 13.9 －

農業集落排水施設の整
備率11（年度） ％ － － 27.5 73.2 94.5＊

資料：農林水産省「農林業センサス」、「農業構造動態調査」、「農業、食料関連産業の経済計算」、「食料需給表」、「生産農業所得統計」、「農家就
業動向調査」、「新規就農者調査」、「集落営農実態調査」、「農業物価統計」、「耕地及び作付面積統計」、「荒廃農地の発生・解消状況に関す
る調査」、「農業経営統計調査農産物生産費統計」、総務省「国勢調査」、「消費者物価指数」、財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

注：＊マークがあるものについては、平成30年（度）の数値である。
1）平成30年度の数値は概算値である。
2）1人1年当たり供給純食料については、平成30年度の数値は概算値である。また、米については、国内生産と国産米在庫の取崩し

で国内需要に対応している実態を踏まえ、平成10年度から国内生産量に国産米在庫取崩し量を加えた数量を用いて算出している。
3）平成7年基準改定時に年度指数から暦年指数に変更
4）平成12年以前の新規就農者数は新規自営農業就農者のみ、平成22年以降は新規雇用就農者と新規参入者を含んだ値である。
5）認定農業者数は、年度末時点の数値である。平成22年以降は特定農業法人で認定農業者とみなされている法人を含んだ値である。
6）平成22年の荒廃農地面積は、推計値（「実績値」と調査できなかった区域内の「推計値」の合計）である。
7）農作物作付（栽培）延べ面積とは、農林水産省統計部で収穫量調査を行わない作物を含む全作物の作付（栽培）面積の合計である。

平成29年から、一部品目（陸稲、かんしょ、小豆、いんげん、らっかせい、野菜、果樹、茶、飼料作物）において、調査の範囲を
全国から主産県に変更したことから、算出方法を変更している。

8）耕地利用率とは、耕地面積を「100」とした作付（栽培）延べ面積の割合である。
9）販売農家1戸当たりの経営耕地面積について、平成2年以前については、経営耕地のない販売農家を含んだ販売農家全体の数値を基

に、平成12年以降については、経営耕地のない販売農家を控除した数値を基に算出した値である。
10）国勢調査における人口集中都市を都市、それ以外を農村とした。
11）�農業集落の排水施設の整備率は、年度末時点の数値であり、当該年度の都道府県構想人口を分母としている。なお、東日本大震災

の影響により調査不能な市町村があったため、平成22年度は岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。
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	 	 概説

１　施策の重点
食料自給率・食料自給力の維持向上に向け

た施策、食料の安定供給の確保に関する施
策、農業の持続的な発展に関する施策、農村
の振興に関する施策及び食料・農業・農村に
横断的に関係する施策等を総合的かつ計画的
に展開しました。

また、これまでの農政全般にわたる改革に
加えて、新たに生産基盤の強化を目的とする
政策パッケージとして「農業生産基盤強化プ
ログラム」を取りまとめ、これを「農林水産
業・地域の活力創造プラン」（令和元年12月
改訂）に新たに位置付けたことを踏まえ、強
い農業・農村を構築し、農業者の所得向上を
実現するための施策を展開しました。

さらに、TPP11、日EU・EPAに続く日
米貿易協定により、我が国が新たな国際環境
に入ったことを踏まえ、令和元（2019）年
12月に改訂された「総合的なTPP等関連政
策大綱」に基づき、強い農林水産業の構築、
経営安定・安定供給の備えに資する施策等を
推進しました。また、東日本大震災及び東京
電力福島第一原子力発電所（以下「東電福島
第一原発」という。）事故からの復旧・復興
に関係省庁が連携しながら取り組みました。

２　財政措置
（１）令和元（2019）年度農林水産関係予算額

は、２兆３,108億円（このほか臨時・特別
の措置１,207億円）を計上しました。本予
算は、「農林水産業・地域の活力創造プラ
ン」等に基づき、農林水産業の成長産業化
に向けて、「強い農林水産業」と「美しく活
力ある農山漁村」を実現していくための施
策として措置しました。具体的には、①担
い手への農地集積・集約化等による構造改
革の推進、②水田フル活用と経営所得安定
対策の着実な実施、③強い農林水産業のた
めの基盤づくりと「スマート農業」の実現、

④農林水産業の輸出力強化と農林水産物・
食品の高付加価値化、⑤食の安全・消費者
の信頼確保、⑥農山漁村の活性化、⑦林業
の成長産業化と生産流通構造改革の推進、
⑧水産改革を推進する新たな資源管理と水
産業の成長産業化、⑨重要インフラの緊急
点検等を踏まえた防災・減災、国土 強

きょう
靱
じん

化
のための緊急対策を推進しました。

また、令和元（2019）年度農林水産関係
補正予算額は、５,849億円を計上しました。

（２）令和元（2019）年度の農林水産関連の財
政投融資計画額は、５,379億円を計上しま
した。このうち主要なものは、株式会社日
本政策金融公庫への５,300億円となりました。

３　立法措置
第198回国会、第200回国会及び第201

回国会において以下の法律が成立しました。
・「農業用ため池の管理及び保全に関する法

律」（平成31年法律第17号）
・「農地中間管理事業の推進に関する法律等

の一部を改正する法律」（令和元年法律第
12号）

・「特定農産加工業経営改善臨時措置法の一
部を改正する法律」（令和元年法律第22号）

・「農林水産物及び食品の輸出の促進に関す
る法律」（令和元年法律第57号）

・「肥料取締法の一部を改正する法律」（令和
元年法律第62号）

・「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律」
（令和２年法律第16号）
また、令和元（2019）年度において、以

下の法律が施行されました。
・「土地改良法の一部を改正する法律」（平成

31年４月施行）
・「特定農産加工業経営改善臨時措置法の一

部を改正する法律」（令和元年６月施行）
・「農業用ため池の管理及び保全に関する法

律」（令和元年７月施行）
・「農地中間管理事業の推進に関する法律等

の一部を改正する法律」（令和元年11月施行）
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４　税制上の措置
施策の総合的な推進を図るため、以下を始

めとする税制措置を講じました。
（１）一定の事項が定められた農用地利用規程

に基づき行われる農用地利用改善事業の実
施区域内にある農用地が、当該農用地の所
有者の申出に基づき一定の農地中間管理機
構に買い取られる場合を２,000万円特別控
除の適用対象に追加しました（所得税・法
人税）。

（２）「特定農産加工業経営改善臨時措置法」（平
成元年法律第65号）に規定する承認計画に
係る施設に対する事業所税の課税標準の特
例措置について、菓子製造業、パスタ製造
業及び砂糖製造業を適用対象に加えた上、
適用期限を１年９月（個人は２年）延長し
ました（事業所税）。

（３）「農業競争力強化支援法」（平成29年法律
第35号）に基づく事業再編計画の認定を受
けた場合の事業再編促進機械等の割増償却
等の特例措置を２年延長しました（所得
税・法人税、登録免許税）。

（４）利用権設定等促進事業により農用地等を
取得した場合の所有権の移転登記の税率の
軽減措置等を２年延長しました（登録免許
税・不動産取得税）。

５　金融措置
政策と一体となった長期・低利資金等の融

通による担い手の育成・確保等の観点から、
農業経営の特性に応じた資金調達の円滑化を
図るための支援措置である農業制度金融の充
実を図りました。
（１）株式会社日本政策金融公庫の融資

ア　農業の成長産業化に向けて、民間金融機
関と連携を強化し、農業者等への円滑な資
金供給に取り組みました。

イ　農業経営基盤強化資金（スーパーL資金）
については、実質化された「人・農地プラ
ン」の中心経営体として位置付けられたな
どの認定農業者を対象に貸付当初５年間実
質無利子化する措置を講じました。

（２）民間金融機関の融資
ア　民間金融機関の更なる農業融資拡大に向

けて株式会社日本政策金融公庫との業務連
携・協調融資等の取組を強化しました。

イ　認定農業者が借り入れる農業近代化資金
については、貸付利率をスーパーL資金の
水準と同一にする金利負担軽減措置を実施
しました。

ウ　農業経営改善促進資金（スーパーS資金）
を低利で融通できるよう、都道府県農業信
用基金協会が民間金融機関に貸付原資を低
利預託するために借り入れた借入金に対し
利子補給金を交付しました。

（３）農業法人への出資
意欲のある農業法人の財務基盤の強化や

経営展開を支援するため、「農業法人に対
する投資の円滑化に関する特別措置法」（平
成14年法律第52号）に基づき、農業法人
に対する投資育成事業を行う株式会社又は
投資事業有限責任組合の出資原資を株式会
社日本政策金融公庫から出資しました。

（４）農業信用保証保険
農業者等の信用力を補完し、円滑な資金

供給が行われるようにするため、農業信用
保証保険制度に基づき、都道府県農業信用
基金協会による債務保証及び当該保証に対
し独立行政法人農林漁業信用基金が行う保
証保険により補完等を行いました。

（５）被災農業者等支援対策
ア　甚大な自然災害により被害を受けた農業

者等が借り入れる災害関連資金について、
貸付当初５年間実質無利子化する措置を講
じました。

イ　甚大な自然災害により被害を受けた農業
経営の再建に必要となる農業近代化資金の
借入れについて、都道府県農業信用基金協
会の債務保証に係る保証料を保証当初５年
間免除するために必要な補助金を交付しま
した。

ウ　新型コロナウイルス感染症の影響を受け
た農業者等に対して、農林漁業セーフティ
ネット資金の貸付限度額の引上げ、貸付当
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初５年間実質無利子化するなどの資金繰り
支援策を講じました。

６　政策評価
効果的かつ効率的な行政の推進、行政の説

明責任の徹底を図る観点から、「行政機関が
行う政策の評価に関する法律」（平成13年法
律第86号）に基づき、「政策評価基本計画」

（平成27年３月策定）及び毎年度定める実施
計画により、事前評価（政策を決定する前に
行う政策評価）、事後評価（政策を決定した
後に行う政策評価）を実施しました。

	Ⅰ	 食料自給率・食料自給力の維持向上に
向けた施策

１　食料自給率・食料自給力の維持向上に
向けた取組

食料自給率・食料自給力の維持向上に向け
て、以下の取組を重点的に推進しました。
（１）食料消費
ア　国内外での国産農林水産物の需要拡大

地産地消等国産農林水産物の消費拡大に
向けた取組や、国産農林水産物を求める食
品産業事業者と生産現場との連携等を推進
するとともに、日本食・食文化に関する情
報発信と併せ、農林水産物・食品の輸出を
促進しました。
イ　食育の推進

農林漁業体験や郷土料理の調理体験の機
会の提供、「日本型食生活」の普及・啓発
等、我が国の食や農林漁業に対する消費者
の理解や関心を高めるための食育活動を推
進しました。
ウ　食品に対する消費者の信頼の確保

食品の品質管理、消費者対応等の取組に
ついて、食品の生産から加工・流通、消費
に至るまでの各段階の関係者が連携し、情
報共有を通じた取組の向上と標準化等を図
りました。

（２）農業生産
ア　優良農地の確保と担い手への農地集積・
集約化

優良農地を確保するとともに、農業水利
施設の適切な保全管理等による農業用水の
持続的な活用を推進しました。

また、農地中間管理機構の取組を更に加
速化させ、地域の話合いにより作成する

「人・農地プラン」の実質化等を進めるこ
とにより担い手への農地集積・集約化を推
進する「農地中間管理事業の推進に関する
法律等の一部を改正する法律」が第198
回国会で成立しました。

さらに、相続未登記農地等についても農
地中間管理機構を活用して集積・集約化に
向けた取組を進めました。

イ　担い手の育成・確保
農業者の経営課題に対し適切にアドバイ

スする相談体制を整備するとともに、新規就
農相談や雇用就農者の定着に向けた雇用就
農者向けの研修会の開催等を支援しました。
ウ　農業の技術革新や食品産業事業者との連
携等による生産・供給体制の構築等の実現

生産コストの低減を図るための省力栽培
技術・新品種の導入等や、次世代施設園芸
の取組拡大等を推進するとともに、食品産
業事業者との連携等を通じて、需要構造等
の変化に対応した生産・供給体制の構築等
を推進しました。

２　主要品目ごとの生産努力目標の実現に
向けた施策

（１）米
ア　水田活用の直接支払交付金により、水田

フル活用を推進しました。
イ　中食・外食向け米や輸出用米等の多収品

種や新たな輪作体系の導入実証、担い手向
けの革新的な低コスト生産技術の導入支
援、カドミウム低吸収性品種等の実証を推
進しました。

ウ　輸出用米等の増産等に対応するため、乾
燥調製施設等の再編整備等を推進しました。
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エ　米穀の需給及び価格の安定を図るため、
「米穀の需給及び価格の安定に関する基本
指針」を策定し公表しました。

オ　経営所得安定対策を円滑に実施し、米粉
用米、飼料用米等の用途外への流通を防止
することが必要であることから、「主要食
糧の需給及び価格の安定に関する法律」（平
成６年法律第113号）に基づき、適切な
保管及び販売を徹底しました。

カ　生産者や集荷業者・団体が主体的な経営
判断や販売戦略等に基づき、需要に応じた
米の生産・販売に取り組めるよう、きめ細
かい需給・価格情報、販売進捗・在庫情報
等を毎月公表しました。

（２）麦
ア　日本麺用、パン・中華麺用等の需要に応

じた麦品種の生産拡大を推進しました。
イ　経営所得安定対策による支援を行うとと

もに、水田の高度利用（二毛作）に資する
作付体系への転換、収量性や加工適性に優
れた新品種、単収・品質向上技術等の導入
の支援により、小麦、大麦、はだか麦の作
付拡大を推進しました。

ウ　麦の生産拡大に対応するため、乾燥調製
施設等の再編整備や高性能農業機械の導入
等を推進しました。

（３）大豆
ア　経営所得安定対策や強い農業・担い手づ

くり総合支援交付金等の補助事業による支
援を行うとともに、生産性向上に資する耕
うん同時畝

うね
立て播

は
種
しゅ

栽培等の大豆300A技
術の導入や適正な輪作体系の構築等に取り
組みました。

イ　実需者ニーズに対応した新品種や栽培技
術の導入により、実需者の求める大豆の安
定生産を支援し、国産大豆の需要拡大を推
進しました。

ウ　「播
は

種
しゅ

前入札取引」の適切な運用等によ
り、国産大豆の安定取引を推進しました。

（４）そば
ア　需要に応じた生産拡大を図るとともに、

国産そばの需要拡大に向けて、実需者への

安定的な供給を図るため、排水対策等の基
本技術の徹底、湿害回避技術の普及等を推
進しました。

イ　高品質なそばの安定供給に向けた生産体
制の強化に必要となる乾燥調製施設の整備
等を支援しました。

ウ　国産そばを取り扱う製粉業者と農業者の
連携を推進しました。

（５）かんしょ・ばれいしょ
ア　かんしょについては、生産コストの低減

や品質の向上を図るため、機械化一貫体系
の確立等への取組を支援しました。特に、
でん粉原料用かんしょについては、生産性
の向上を図るため、多収新品種への転換や
生分解性マルチの導入等の取組を支援しま
した。

また、鹿児島県及び宮崎県で発生した
「サツマイモ基

もと
腐

ぐされ
病
びょう

」については、土壌消
毒、健全な苗の調達等次期作への影響を最
小限にするための取組を支援しました。

さらに、新たなかんしょ病害防除技術の
研究開発を支援しました。

イ　ばれいしょについては、生産コストの低
減、品質の向上、労働力の軽減やジャガイ
モシストセンチュウの発生・まん延の防止
を図るための共同利用施設の整備等を推進
しました。

また、安定生産に向けた作業の共同化や
コントラクター等の育成による作業の外部
化、加工食品用途への供給拡大に必要なソ
イルコンディショニング技術（畦

うね
から土

塊・礫
れき

を取り除くことにより、ばれいしょ
の高品質化、収量向上及び収穫作業の効率
化を可能にする技術）を導入した省力的な
機械化栽培体系の確立等への取組を支援し
ました。

ウ　ジャガイモシストセンチュウ抵抗性を有
する新品種の普及を促進しました。

エ　国内産いもでん粉の加工食品用途等への
販路拡大や収益性の向上を図るため、いも
でん粉の高品質化に向けた品質管理の高度
化等を支援しました。
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オ　糖価調整制度に基づく交付金により、国
内産いもでん粉の安定供給を推進しました。

（６）なたね
ア　良質ななたねの安定供給を図るため、播

は
種
しゅ

前契約の実施による国産なたねを取り扱う
搾油事業者と農業者の連携を推進しました。

イ　なたねのダブルロー品種（食用に適さな
い脂肪酸であるエルシン酸と家畜等に甲状
腺障害をもたらすグルコシノレートの含有
量がともに低い品種）の普及を推進しました。

（７）野菜
ア　野菜の生産・出荷の安定と消費者への安

定供給を図るため、価格低落時における生
産者補給交付金の交付等により、野菜価格
安定対策を的確かつ円滑に実施しました。

イ　加工・業務用野菜への転換に取り組む産
地に対し、加工・業務用野菜の安定生産に
必要な作柄安定技術の導入を支援するとと
もに、水田地帯における水稲から野菜等の
園芸作物への転換を支援しました。あわせ
て、加工・業務用需要に対応したサプライ
チェーンの構築に加えて、加工・業務用野
菜の生産を加速化するための新技術・機械
化の導入等について支援しました。

ウ　青果物流通の合理化・効率化を推進する
ため、物流業界との連携による新たな輸送シ
ステムの構築に向けた取組を支援しました。

エ　次世代施設園芸の取組を拡大するため、
次世代施設園芸への転換に必要な技術につ
いて、習得のための実証・研修を支援する
とともに、技術習得に必要な実証温室や次
世代型大規模園芸施設の整備とその成果や
ノウハウの分析・情報発信を支援しました。

オ　農業用ハウスの災害被害を軽減するた
め、都道府県が策定した被害防止計画に基
づき実施する農業用ハウスの補強や防風
ネットの設置等を支援しました。

（８）果樹
ア　果樹の生産・供給体制を強化するため、

農地中間管理機構の活用等による担い手へ
の園地集約・集積の推進、優良品目・品種
への改植やそれに伴う未収益期間に対する

支援とともに、労働生産性の向上に向けた
取組等への支援を行いました。

また、省力樹形の導入とそれに必要とな
る苗木生産体制の構築のための取組を支援
しました。

イ　計画生産・出荷の推進や需給安定対策、
契約取引の強化や加工原料供給の安定化を
図るための加工流通対策を総合的に行いま
した。

（９）甘味資源作物
ア　てんさいについては、労働力不足に対応

するため、省力化や作業の共同化、労働力
の外部化や直

ちょく
播
はん

栽培体系の確立・普及等を
推進しました。

イ　さとうきびについては、自然災害からの
回復に向けた取組を支援するとともに、地
域ごとの「さとうきび増産計画」に定め
た、地力の増進や新品種の導入、機械化一
貫体系の確立等特に重要な取組を推進しま
した。

また、分みつ糖工場における「働き方改
革」への対応に向けて、工場診断や人員配
置の改善の検討、施設整備等労働効率を高
める取組を支援しました。

ウ　糖価調整制度に基づく交付金により、国
内産糖の安定供給を推進しました。

（10）茶
産地の生産性向上と収益力の強化を図る

ため、改植等による優良品種等への転換や
茶園の若返り、有機栽培への転換、玉露や
てん茶（抹茶の原料）栽培に適した棚施設
を利用した栽培法への転換やてん茶生産の
ための直接被覆栽培への転換、担い手への
集積等に伴う茶園整理（茶樹の抜根）、荒
茶加工施設の整備を推進しました。

また、海外ニーズに応じた茶の生産・加
工技術や低コスト生産・加工技術の導入、
新たな抹茶加工技術の実証や、緑茶生産に
おいて使用される主要な農薬について輸出
相手国・地域に対し我が国と同等の基準を
新たに設定申請する取組を支援しました。
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（11）畜産物
需要に即した畜産物の生産のため、多様

な経営の育成・確保や生乳需給の安定、多
様な和牛肉の生産、家畜の改良増殖、生産
性向上に向けた省力化推進の取組等を推進
しました。

また、我が国畜産の競争力強化のため、
地域ぐるみでの生産性向上等を進めること
により、収益性向上を図る取組に対して支
援しました。

（12）飼料作物等
輸入飼料に過度に依存した畜産から国産

飼料生産基盤に立脚した畜産に転換するた
め、不安定な気象に対応したリスク分散の
取組等による生産性の高い草地への改良、
国産濃厚飼料（子実用とうもろこし等）の
増産、ICT等を活用した飼料生産組織の
作業の効率化、放牧を活用した肉用牛・酪
農基盤強化、飼料用米等の利活用の取組等
を推進しました。

（13）その他地域特産物等
ア　こんにゃくいも等の特産農産物について

は、付加価値の創出、新規用途開拓、機械
化・省力作業体系の導入等を推進するとと
もに、新たな需要の創出・拡大を図るた
め、生産者、実需者等が一体となって取り
組む、安定的な生産に向けた体制の整備等
を支援しました。

イ　繭・生糸については、蚕糸業の再生と持
続的発展を図るため、養蚕・製糸業と絹織
物業者等が提携して取り組む、輸入品と差
別化された高品質な純国産絹製品づくり・
ブランド化を推進するとともに、新たな需
要の創出・拡大を図るため、生産者、実需
者等が一体となって取り組む、安定的な生
産に向けた体制の整備等を支援しました。

ウ　葉たばこについては、葉たばこ審議会の
意見を尊重した種類別・品種別価格によ
り、日本たばこ産業株式会社（JT）が買
い入れました。

エ　いぐさについては、輸入品との差別化・
ブランド化に取り組むいぐさ生産者の経営

安定を図るため、国産畳表の価格下落影響
緩和対策の実施、実需者や消費者のニーズ
を踏まえた、産地の課題を解決するための
技術実証等の取組を支援しました。

	Ⅱ	 食料の安定供給の確保に関する施策

１　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

リスクアナリシスに基づいた食品の安全確
保としては、科学的知見に基づき、客観的か
つ中立公正に食品健康影響評価（リスク評
価）を実施しました。

リスクコミュニケーションの推進として
は、食品の安全に関するリスク評価や施策等
について、国民の意見を反映し、その過程の
公正性及び透明性を確保するとともに、消費
者、事業者、生産者等の関係者による情報や
意見の交換の促進を図るため、関係府省や地
方公共団体、消費者団体等と連携した意見交
換会、施策の実施状況の公表、Webサイト
等を通じた分かりやすく効果的な情報発信、
意見・情報の募集等を実施しました。

（１）科学の進展等を踏まえた食品の安全確保
の取組の強化
a　食品安全に関するリスク管理を一貫し

た考え方で行うための標準手順書に基づ
き、農畜水産物や加工食品、飼料中の有
害化学物質・有害微生物の調査や安全性
向上対策の策定に向けた試験研究を実施
しました。

b　試験研究や調査結果の科学的解析に基
づき、施策・措置に関する企画や立案を
行い、生産者・食品事業者に普及すると
ともに、その効果を検証し、必要に応じ
て見直しました。

c　情報の受け手を意識して、食品安全に
関する施策の情報を発信しました。

d　食品中に残留する農薬等に関するポジ
ティブリスト制度導入時に残留基準を設
定した農薬等や新たに登録等の申請が
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あった農薬等について、食品健康影響評
価結果を踏まえた残留基準の設定、見直
しを推進しました。

e　食品の安全性等に関する国際基準の策
定作業への積極的な参画や国際基準の策
定等の過程に参画できる人材の育成、国
内における情報提供や意見交換を実施し
ました。

ア　生産段階における取組
（ア）生産資材の適正な使用

生産資材（肥料、飼料・飼料添加物、
農薬、動物用医薬品）の適正使用を推進
するとともに、科学的データに基づく生産
資材の使用基準、有害物質等の基準値の
設定・見直し、薬剤耐性菌のモニタリン
グに基づくリスク低減措置等を行い、安
全な農畜水産物の安定供給を確保しまし
た。

肥料については、堆肥と化学肥料の配
合を可能とする配合規制の緩和や原料管
理制度の導入等を措置する「肥料取締法
の一部を改正する法律」が第200回国会
で成立し、改正法の内容に関する周知と
具体的な運用ルールの検討を行いました。

農薬については、平成30（2018）年
に改正された「農薬取締法」（昭和23年
法律第82号）に基づき、農薬の安全性
に関する審査の充実を図ることとしてお
り、令和元（2019）年６月に、農薬の
使用者や蜜蜂への影響についての新たな
評価に関するガイドラインを公表しまし
た。

また、蜜蜂の被害件数及び都道府県に
よる被害軽減対策等を把握するととも
に、国内外の知見を収集し、これらに基
づき必要な措置を検討しました。

（イ）GAP（農業生産工程管理）の推進
農産物においては、令和元（2019）

年度末までにGAP認証取得経営体数を
平 成29（2017） 年 ４ 月 の ３ 倍 以 上

（13,500経営体）にすることを目指し、
各種政策を通じてGAPの取組拡大を推

進するとともに、ほぼ全ての国内の産地
における国際水準のGAPの実施を目指
し、令和２（2020）年度中に「GAP共
通基盤ガイドライン」を国際水準に改訂
するために必要な取組を実施しました。

畜産物においては、JGAP家畜・畜産
物 やGLOBALG.A.P.の 認 証 取 得、
GAPの認証取得に向けたステップアッ
プを目指す「GAP取得チャレンジシス
テム」の取組拡大を図りました。

イ　製造段階における取組
（ア）HACCP（危害要因分析・重要管理点）

に沿った衛生管理が制度化されることを
踏まえ、中小規模の食品等事業者が円滑
に対応できるよう、HACCPの知識を普
及する研修、業界団体等によるHACCP
導入の手引書作成、施設整備に対して

「食品の製造過程の管理の高度化に関す
る臨時措置法」（平成10年法律第59号）
による金融措置等の支援を実施しまし
た。

（イ）食品等事業者に対する監視指導や事業
者による自主的な衛生管理を推進しました。

（ウ）食品衛生監視員の資質向上や検査施設
の充実等を推進しました。

（エ）長い食経験を考慮し使用が認められて
いる既存添加物については、毒性試験等
を実施し、安全性の検討を推進しました。

（オ）国際的に安全性が確認され、かつ、汎
用されている食品添加物については、国
が主体的に指定に向けて検討しました。

（カ）保健機能食品（特定保健用食品、栄養
機能食品及び機能性表示食品）を始めと
した健康食品について、事業者の安全性
の確保の取組を推進するとともに、保健
機能食品制度の普及・啓発に取り組みま
した。

（キ）SRM（特定危険部位）の除去・焼却、
BSE（牛海綿状脳症）検査の実施等によ
り、食肉の安全を確保しました。

ウ　危機管理等に関する取組
（ア）食品関係事業者のコンプライアンス確
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立のための取組
食品関係事業者の自主的な企業行動規

範等の策定を促すなど食品関係事業者の
コンプライアンス（法令の遵守及び倫理
の保持等）確立のための各種取組を促進
しました。

（イ）危機管理体制の整備
a　食品の摂取による人の健康への重大な

被害が拡大することを防止するため、関
係府省庁の消費者安全情報総括官等によ
る情報の集約及び共有を図りました。

b　食品安全に関する緊急事態等における
対応体制を点検・強化しました。

c　2020年東京オリンピック競技大会・
東京パラリンピック競技大会等における
食品への意図的な毒物等の混入を防止す
るため、食品防御対策の構築に取り組み
ました。

エ　輸入に関する取組
輸出国政府との二国間協議や在外公館を

通じた現地調査等の実施、情報等を入手す
るための関係府省の連携の推進、監視体制
の強化等により、輸入食品の安全性の確保
を図りました。

（２）食品表示情報の充実や適切な表示等を通
じた食品に対する消費者の信頼の確保
ア　食品表示の適正化の推進
（ア）食品表示に関する規定を一元化した

「食品表示法」（平成25年法律第70号）
の下、関係府省の連携を強化して立入検
査等の監視業務を実施するとともに、科
学的な分析手法の活用等により、効果
的・効率的な監視を実施しました。

また、「不当景品類及び不当表示防止
法」（昭和37年法律第134号）に基づき、
関係府省が連携した監視体制の下、外食
メニュー等の適切な表示を推進しました。

（イ）輸入品以外の全ての加工食品に対し
て、原料原産地表示を行うことが義務付
けられた新たな原料原産地表示制度につ
いては、消費者、事業者等への普及・啓
発を行い、理解促進を図りました。

（ウ）米穀等については、「米穀等の取引等
に係る情報の記録及び産地情報の伝達に
関する法律」（平成21年法律第26号。
以下「米トレーサビリティ法」という。）
により産地情報伝達の徹底を図りました。

（エ）新型コロナウイルス感染症の拡大に伴
う中国産輸入原材料の供給不足を受け、
中国産として表示を行っている商品につ
いて、制度を弾力的に運用する通知を消
費者庁と連名で発出しました（食品表示
法及び米トレーサビリティ法）。

イ　流通段階における取組
（ア）食品事故等発生時の原因究明や商品回

収等の円滑化に資するため、食品のト
レーサビリティに関し、「実践的なマ
ニュアル」の活用及びフードチェーンを
通じた具体的な取組モデルの提供等新た
な推進方策の策定等により、その普及・
啓発に取り組みました。

（イ）米穀等については、米トレーサビリ
ティ法に基づき、制度の適正な運用に努
めました。

（ウ）国産牛肉については、「牛の個体識別
のための情報の管理及び伝達に関する特
別措置法」（平成15年法律第72号）に
よる制度の適正な実施が確保されるよう
DNA分析技術を活用した監視等を実施
しました。

ウ　フード・コミュニケーション・プロジェ
クトの推進

消費者の「食」に対する信頼向上に向け
た食品関係事業者の主体的な活動を促すた
め、フードチェーンの各段階で事業者間の
コミュニケーションを円滑に行い、食品関
係事業者の取組を消費者まで伝えていくた
めのツールの普及等を進めました。

エ　消費者への情報提供
「消費者の部屋」等において、消費者か

らの相談を受け付けるとともに、特別展示
等を開催し、農林水産行政や食生活に関す
る情報を幅広く提供しました。
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２　幅広い関係者による食育の推進と国産農
産物の消費拡大、和食文化の保護・継承

（１）食育の推進と国産農産物の消費拡大
ア　国民運動としての食育の推進
（ア）「第３次食育推進基本計画」（平成28

年３月策定）等に基づき、関係府省庁が
連携しつつ、様々な分野において国民運
動として食育を推進しました。

（イ）朝ごはんを食べること等、子供の基本
的な生活習慣を育成するための「早寝早
起き朝ごはん」国民運動を推進しました。

（ウ）国民運動として食育を推進するため、
食育推進全国大会や食育活動表彰を実施
するとともに、「第３次食育推進基本計
画」の主要課題の解決に向けた実態調査
や事例調査等を実施しました。

イ　地域における食育の推進
郷土料理等地域の食文化の継承や農林漁

業体験機会の提供、和食給食の普及、共食
機会の提供、地域で食育を推進するリー
ダーの育成等、地域で取り組む食育活動を
支援しました。
ウ　学校における食育の推進

家庭や地域との連携を図るとともに、学
校給食を活用しつつ、学区の教育活動全体
を通じて学校における食育の推進を図りま
した。
エ　国産農産物の消費拡大の促進
（ア）食品関連事業者と生産者団体、国が一

体となって、食品関連事業者等における
国産農産物の利用促進の取組等を後押し
するなど、国産農産物の消費拡大に向け
た取組を実施しました。

（イ）消費者と生産者の結び付きを強化し、
我が国の「食」と「農林漁業」について
のすばらしい価値を国内外にアピールす
る取組を支援しました。

（ウ）地域の生産者等と協働し、日本産食材
の利用拡大や日本食文化の海外への普及
等に貢献した料理人を顕彰する制度であ
る「料理マスターズ」を実施しました。

（エ）生産者と実需者のマッチング支援を通

じて、中食・外食向けの米の安定取引の
推進を図りました。

また、ごはん食推進の普及・啓発に加
え、米の消費拡大に資する飲食店情報の
提供や、消費拡大に取り組む企業・団体
の応援等、業界による主体的取組を応援
する運動「やっぱりごはんでしょ！」の
充実を図りました。

（オ）ノングルテン米粉や用途別基準に適合
する高品質な日本産米粉の流通を契機と
して、国産米粉の優位性の分析やノング
ルテン米粉の製造手法マニュアルの作成
等 、国産米粉の需要拡大に向けた取組
や輸出拡大の取組を支援しました。

（カ）「米穀の新用途への利用の促進に関す
る法律」（平成21年法律第25号）に基
づき、米粉用米、飼料用米の利用促進を
図るため、米粉用米、飼料用米の生産・
利用拡大や必要な機械・施設の整備等を
総合的に支援しました。

（キ）麦や大豆等の生産拡大を図るため、需
要に応じた品種の作付けや、実需者等と
産地が連携した特色のある製品づくりを
推進し、需要の拡大を図りました。

（ク）飼料用米を活用した豚肉、鶏卵等のブ
ランド化を推進するための付加価値の向
上等に向けた新たな取組を支援しました。

（ケ）生産者等と中食・外食・加工業者等の
マッチング及び新商品開発・プロモー
ションの支援を通じて、砂糖の需要拡大
の推進を図りました。

また、砂糖に関する正しい知識の普
及・啓発に加え、砂糖の需要拡大に資す
るスイーツ店情報の提供や、需要拡大に
取り組む企業・団体の応援等、業界によ
る主体的取組を応援する運動「ありが糖
運動」の充実を図りました。

（コ）新型コロナウイルス感染症の拡大によ
り、学校給食の停止やイベント自粛によ
り国産農林水産物の需要が減少している
ことから、国産食材の消費拡大を目指す

「フード・アクション・ニッポン」の取
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組の一環として、「国産食材モリモリ
キャンペーン」を開始しました。

オ　地産地消の推進
地産地消の中核的施設である農産物直売

所の運営体制強化のための検討会の開催及
び観光需要向けの商品開発や農林水産物の
加工・販売のための機械・施設等の整備を
支援するとともに、学校給食等の食材とし
て地場産農産物を安定的に生産・供給する
体制の構築に向けた取組やメニュー開発等
の取組を支援しました。

（２）和食文化の保護と次世代への継承
ユネスコ無形文化遺産に登録された和食

文化を国民全体で保護・継承するため、地
域固有の多様な食文化を地域で保護・継承
していくための体制を各都道府県に構築
し、各地域が選定した郷土料理の調査・
データベース化及び普及等を行いました。

また、子供及びその保護者に対して和食
文化の普及活動を行う中核的な人材を育成
するとともに、子供たちを対象とした和食
文化普及のための取組を通じて和食文化の
次世代への継承を図りました。

さらに、味覚が形成される子供のうちに
身近・手軽に健康的な「和ごはん」を食べ
る機会を増やしてもらうため、官民協働の

「Let’s！和ごはんプロジェクト」の取組を
推進しました。

３　生産・加工・流通過程を通じた新たな
価値の創出による需要の開拓

（１）６次産業化等の取組の質の向上と拡大に
向けた戦略的推進
ア　６次産業化等の推進

都道府県及び市町村段階に、行政、農林
漁業、商工、金融機関等の関係機関で構成
される６次産業化・地産地消推進協議会を
設置し、６次産業化等戦略を策定する取組
を支援しました。

また、６次産業化等に取り組む農林漁業
者等に対するサポート体制を整備するとと
もに、農林漁業者等が多様な事業者とネッ

トワークを構築して行う新商品開発・販路
開拓の取組、「地域資源を活用した農林漁業
者等による新事業の創出等及び地域の農林
水産物の利用促進に関する法律」（平成22
年法律第67号）等に基づき認定された農
林漁業者等が農林水産物を加工・販売する
ための機械・施設の整備等を支援しました。

さらに、市町村の６次産業化等に関する
戦略に沿って、市町村が地域ぐるみで行う
６次産業化の取組を支援しました。

イ　農林漁業成長産業化ファンドの積極的活用
農林漁業成長産業化ファンドを通じて、

農林漁業者が主体となった６次産業化の取
組や、農業生産関連事業者による生産資材
価格の引下げや農産物の流通・加工構造の
改革に向けた取組等に対し、資本の提供と
経営支援を一体的に実施しました。

また、最近の出資状況、過去の投資実績
等を踏まえ、農林漁業成長産業化ファンド
に対し、令和３（2021）年度以降、新た
な出資の決定を行わないなどの方向で、投
資計画を見直すよう指示しました。

（２）食品産業の競争力の強化
ア　新たな市場を創出するための環境づくり
（ア）介護食品に関する普及

パンフレットや映像等の教育ツールを用
いてスマイルケア食の普及を図りました。

（イ）「強み」のアピールにつながるJAS等
の検討

産品の品質や特色、事業者の技術や取
組について、説明・証明、信頼の獲得を
容易にし、取引の円滑化に資するよう、
訴求力の高いJASの制定・活用等を進め
ました。

また、これを足掛かりとしたJASの国
際化を推進しました。

イ　食品流通の効率化や高度化等
（ア）流通・加工の業界構造の見直し

「農業競争力強化支援法」に基づき、
農産物流通・加工の合理化を図るため、
流通・加工業界の再編に係る取組の支援
等を実施しました。
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（イ）卸売市場を含めた食品流通構造改革
平成30（2018）年10月に改正され

た「食品等の流通の合理化と取引の適正
化に関する法律」（平成３年法律第59号）
に基づき、食品等の流通の合理化を図る
取組を支援するとともに、食品等の取引
の適正化のため、取引状況に関する調査
を行いました。

また、令和２（2020）年６月の「卸
売市場法」（昭和46年法律第35号）の
改正に向け、卸売市場における取引ルー
ル等の議論を促進しました。

（ウ）商品先物市場の活性化
a　商品先物市場の健全な運営を確保する

ため、商品先物市場の監視を行うととも
に、外国規制当局と協力しつつ適切な市
場管理を行いました。

b　顧客の保護及び取引の適正化を図るた
め、「商品先物取引法」（昭和25年法律
第239号）の迅速かつ適正な執行をし
ました。

ウ　生産性向上等の取組
ロボット・AI・IoT技術の活用実証や、

食品事業者の生産性向上に対する意識改革
を目的とした研修会の開催等により、食品
産業におけるイノベーションを創出し、食
品製造業から外食・中食産業に至る食品産
業全体の生産性向上を支援しました。

また、生産性向上等に向けた民間の気運
を醸成する表彰事業を通じて、外食産業の
振興に取り組みました。
エ　環境問題等の社会的な課題への対応
（ア）食品ロスの削減に向けた取組

SDGs（持続可能な開発目標）を踏ま
え、令和元（2019）年７月に策定した

「食品循環資源の再生利用等の促進に関
する法律」（平成12年法律第116号。以
下「食品リサイクル法」という。）に基
づく新たな基本方針において、食品関連
事業者から発生する食品ロスを2000年
度比で2030年度までに半減させる目標
を設定しました。

また、令和元（2019）年10月には
「食品ロスの削減の推進に関する法律」
（令和元年法律第19号）が施行され、同
法に基づき食品ロス削減推進会議におい
て、食品ロスの削減の推進に関する基本
的 な 方 針 に つ い て 検 討 し、 令 和 ２

（2020）年３月に閣議決定しました。
事業系食品ロスの削減に向け、フード

チェーン全体での商慣習の見直しに向け
た取組や、フードバンク活動団体の人材
育成等を支援しました。令和元（2019）
年10月の「食品ロス削減月間」には、
食品小売業者の消費者向け啓発活動の取
組状況、飲食店における食品提供・食材
使いきりの工夫等の事例集等について公
表しました。

また、令和２（2020）年２月の恵方
巻きシーズンには、需要に見合った販売
に取り組む食品小売業者の公表や消費者
向け情報発信資材の提供を行いました。

（イ）食品産業における環境負荷の低減及び
資源の有効利用

a　食品循環資源有効利用促進対策
令和元（2019）年７月に策定した食

品リサイクル法に基づく新たな基本方針
において、食品循環資源の再生利用等の
実施状況を踏まえ、発生抑制及び再生利
用等の実施率に係る目標の見直しを行い
ました。

食品流通の川下における食品循環資源
の再生利用等を促進するため、農業者や
メタン発酵事業者等の関係者で構成され
る協議会等の設立・運営や消化液等の肥
料利用に関する調査・実証等の取組を通
じて、メタン発酵消化液等の肥料利用を
行うための取組を支援しました。

b　容器包装リサイクル促進対策
「容器包装に係る分別収集及び再商品

化の促進等に関する法律」（平成７年法
律第112号）に基づく、義務履行の促
進、容器包装廃棄物の排出抑制のための
取組として、食品関連事業者への点検指
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導、食品小売事業者からの定期報告の提
出の促進等を実施しました。

また、食品産業等から募集したプラス
チック資源循環に資する自主的取組であ
る「プラスチック資源循環アクション宣
言」を広く発信するなど、農林水産・食
品産業で利活用されるプラスチック資源
の循環を促進しました。

さらに、レジ袋の有料化を義務付ける
ことについて、食品関連企業・業界団体
と意見交換を行いながら検討を進めると
ともに、その在り方を周知・啓発しまし
た。

c　CO2排出削減対策
食品産業の持続可能な発展に寄与する

地球温暖化防止・省エネルギー等の優れ
た取組を表彰するとともに、低炭素社会
実行計画の進捗状況の点検等を実施しま
した。

（ウ）高齢化の進展等に対応した食料提供等
食料品の購入や飲食に不便や苦労を感

じる「食料品アクセス問題」に対する市
町村等の取組事例を公表しました。

（エ）労働力不足への対応
食品産業の現場で特定技能制度による

外国人材を円滑に受け入れるため、飲食
料品製造分野及び外食業分野において制
度の周知を目的とした説明会の開催や外
国人材の技能を評価する試験の実施等を
行いました。

４　グローバルマーケットの戦略的な開拓
（１）官民一体となった農林水産物・食品の輸
出促進
ア　オールジャパンでの輸出促進体制の整備

令和元（2019）年に輸出額を１兆円と
する目標の達成に向けて官民一体となって

「農林水産業の輸出力強化戦略」（平成28
年５月策定。以下「輸出力強化戦略」とい
う。）の着実な実行のため、以下の取組を
行いました。

（ア）GFP（農林水産物・食品輸出プロジェ

クト）のコミュニティサイトを通じ、農
林水産省が輸出の可能性を診断する輸出
診断や、輸出に向けた情報の提供、登録
者同士の交流イベントの開催等を行いま
した。

また、輸出先国のニーズや規制等に対
応した「グローバル産地」の形成を進め
るために、産地づくりの計画策定、計画
実行に向けた体制整備、生産・加工体制
の構築等を支援しました。

（イ）水産物、米・米加工品、林産物、花
き、青果物、畜産物、茶及び加工食品

（菓子）の品目別輸出団体が、オール
ジャパンで取り組む日本産品の情報発信
や販路開拓の取組を支援しました。

（ウ）日本食品海外プロモーションセンター
（JFOODO）による新たな海外市場の
開拓・拡大のための戦略的プロモーショ
ン等を実施しました。

また、独立行政法人日本貿易振興機構
（JETRO）への予算措置を通じて、輸出
相談窓口のワンストップ対応、専門家に
よる支援、セミナーの開催、国内外での
商談、見本市への出展、様々な国内支援
機関が参画する新輸出大国コンソーシア
ムによる支援等、輸出に取り組む事業者
を継続的にかつ一貫して支援しました。

イ　輸出阻害要因の解消等による輸出環境の
整備

（ア）農産物等輸出促進
a　東電福島第一原発事故を受けて、諸外

国・地域において日本産食品に対する輸
入規制が行われていることから、関係省
庁が協力し、各種資料・データを提供し
つつ輸入規制の撤廃・緩和に向けた働き
掛けを実施しました。

b　日本産食品等の安全性や魅力に関する
情報を諸外国・地域に発信するほか、海
外におけるプロモーション活動の実施に
より、日本産食品等の輸出回復に取り組
みました。

c　「輸出力強化戦略」に基づく輸出環境
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整備に向けた取組として、放射性物質に
係る諸外国の輸入規制の撤廃・緩和等の
政府間交渉に必要となる科学的データの
収集や、現行では輸出先国で使用が認め
られていない既存添加物の登録申請等に
取り組む民間団体等への支援、EU加盟
国への輸出が可能となる環境整備等を行
いました。

d　農林水産省に設置される農林水産物・
食品輸出本部の下で関係省庁が一丸と
なって、放射性物質に係る輸入規制の撤
廃・緩和を始めとした輸出先国との協
議、輸出証明書発行、施設認定等の手続
を円滑化するための環境整備等を図るこ
とを内容とする「農林水産物及び食品の
輸出の促進に関する法律」が第200回
国会で成立しました。

e　輸出先となる事業者等から求められる
HACCP、GAP等の認証取得を促進し
ました。

また、国際的な取引にも通用する
HACCPをベースとした食品安全管理に
関する規格・認証の仕組みであるJFS

（日本発の食品安全管理規格）を充実さ
せ、その国際標準化に向けた取組を支援
しました。

さらに、GFSI（世界食品安全イニシ
アティブ）の承認を受け、国際的に認め
られたJFS及びASIAGAPの国内外への
普及を図りました。

f　輸出先国・地域における農薬の残留基
準に対応するための防除マニュアルにつ
いて、普及指導員等を通じて生産現場へ
の普及を進めるとともに、防除マニュア
ル活用の優良事例を広く公表することに
より、輸出に向けた取組の円滑化を図り
ました。

また、ニーズに応じた専門家を産地に
派遣し、輸出先国・地域の残留基準や植
物防疫条件を満たす栽培方法や選果等の
技術的指導を行うなど、輸出に取り組も
うとする産地を支援しました。

（イ）輸出検疫
a　輸出植物解禁協議を迅速化するため、

技術的データ等の蓄積を都道府県等との
連携の下で集中的、体系的に進めるとと
もに、国際基準の策定に向けて、害虫の
殺虫効果に関するデータを蓄積して検疫
処理技術を確立する取組を推進しまし
た。

また、畜産物の輸出先国が求める家畜
衛生上の要件に対応するため、EBL（牛
白血病）等の家畜の伝染性疾病対策を支
援するとともに、野生動物を対象とした
CSF（豚熱）等の伝染性疾病の検査を行
いました。

b　輸出先国の検疫条件に則した防除体
系、栽培方法、選果等の技術を確立する
ことや訪日外国人旅行者による携帯品

（お土産）の持ち帰りを普及するための
サポート体制を整備するとともに、卸売
市場や集荷地等での輸出検査を行うこと
により、産地等の輸出への取組を支援し
ました。

c　輸出解禁協議については、国、地域別
の「輸出力強化戦略」に位置付けられた
国や品目について、重点的かつ戦略的に
二国間協議を行いました。

d　輸出検疫の円滑化、輸出可能品目の訪
日外国人旅行者への情報提供、訪日外国
人旅行者が直売所等で購入した農畜産物
を動植物検疫を経て空港等で受け取るこ
とができる体制の整備、整備された検疫
受検方法の周知等により、お土産として
の農畜産物の持ち帰りを推進しました。

（ウ）フードバリューチェーンの構築
「グローバル・フードバリュ－チェー

ン戦略」（平成26年６月策定）に基づき、
官民協議会や二国間政策対話等を活用し
て、開発途上国等において、我が国食産
業の海外展開と経済協力の連携による
フードバリューチェーン構築の取組を推
進しました。

また、令和元（2019）年12月には、
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今後の我が国食産業の海外展開の取組方
針である「グローバル・フードバリュー
チェーン構築推進プラン」を策定しまし
た。

ウ　輸出促進等に向けた日本食・食文化の海
外展開

海外の市場拡大を目指して日本食・食文
化の魅力を適切かつ効果的に発信する取組
を推進しました。

（ア）日本食・食文化の魅力発信による農林
水産物・食品の輸出促進を加速化するた
め、米国、TPP11及び日EU・EPAの
対象国を中心に、外国人料理人に対する
日本料理講習会や日本料理コンテスト等
に「日本食普及の親善大使」等を派遣す
るとともに、日本産食材の発信拠点とな
る日本産食材サポーター店における日本
産食材の取扱いの増加を図るなどの取組
を実施しました。

（イ）日本食・食文化の普及を担う海外人材
の育成、日本食レストランの海外出店を
サポートするための取組や海外の飲食店
等へ向けた日本産食材供給体制を強化す
る取組等を支援しました。

（ウ）増大する訪日外国人旅行者を国産農林
水産物・食品の需要拡大や農山漁村の活
性化につなげていくため、農泊と連携し
ながら、地域の「食」や農林水産業、景
観等の観光資源を活用して訪日外国人旅
行 者 を も て な す 取 組 を「SAVOR 
JAPAN」として認定し、一体的に海外
に発信しました。

（エ）増大する訪日外国人旅行者の主な観光
目的である「食」と滞在中の多様な経験
を組み合わせ、「食」の多様な価値を創
出するとともに、帰国後もレストランや
越境ECサイトでの購入等を通じて我が
国の食を再体験できるような機会を提供
することで、輸出拡大につなげていくた
め、「食かけるプロジェクト」の取組を
推進しました。

（２）食品産業のグローバル展開
ア　海外展開による事業基盤の強化
（ア）我が国の食文化・食産業の海外展開を

促進するため、海外展開における阻害要
因の解決を図るとともに、グローバル人
材の確保、我が国の規格・認証の普及・
浸透に向け、食関連企業及びASEAN各
国の大学と連携し、食品加工・流通、分
析等に関する教育を行う取組等を推進し
ました。

（イ）「輸出力強化戦略」に沿った取組を円
滑に進めるために、JETROにおいて、
商品トレンドや消費者動向等を踏まえた
現場目線の情報提供やその活用ノウハウ
を通じたサポートを行うとともに、輸出
先国バイヤーの発掘・関心喚起等輸出環
境整備に取り組みました。

イ　ビジネス投資環境の整備
「グローバル・フードバリューチェーン

戦略」に基づき、二国間政策対話や経済連
携等を活用し、ビジネス投資環境の整備を
推進しました。

ウ　食品産業における国際標準への戦略的対応
我が国の食品産業事業者の国際的な取引

における競争力を確保し、消費者に対して
より安全な食品を供給するため、JFSの充
実とその国際的普及に向けた取組を官民が
連携して推進しました。あわせて、事業者
におけるHACCP等食品安全に関する知
識を有する人材の育成等を推進しました。

（３）知的財産の戦略的な創造・活用・保護
ア　品質等の特性が産地と結び付いている我

が国の伝統的な農林水産物・食品を登録・
保護する地理的表示（GI）保護制度の円
滑な運用を図るとともに、登録申請に係る
支援や制度の周知と理解の促進に取り組み
ました。

また、GIの活用を促すため、全国のGI
産地・GI産品を流通関係者や消費者等に
紹介する展示会等を開催し、制度の普及・
活用を推進しました。

さらに、制度の適切な運用を図るため、
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登録生産者団体等に対する定期検査を行い
ました。

イ　和牛の遺伝資源を保護するため、「和牛
遺伝資源の流通管理に関する検討会」及び

「和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護強
化に関する専門部会」を設置し、和牛遺伝
資源の流通管理の徹底や知的財産としての
価値の保護のあり方について検討を進めま
した。

また、同検討会及び専門部会の中間とり
まとめを踏まえ、和牛を始めとする家畜の
人工授精用精液・受精卵の適正な流通を確
保するため、保存場所の規制強化等の措置
を講ずる「家畜改良増殖法の一部を改正す
る法律案」と、家畜遺伝資源の知的財産と
しての価値を保護するため、不正競争に対
する差止請求等の救済措置等の措置を講ず
る「家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に
関する法律案」を第201回国会に提出し
ました。

ウ　各地域・産品の実情に応じた知的財産の
保護・活用を図るため、農林水産省と特許
庁が協力しながら、巡回特許庁において、
出願者に有益な情報や各制度の普及・啓発
を行うとともに、独立行政法人工業所有権
情報・研修館が各都道府県に設置する知財
総合支援窓口において、特許、商標、営業
秘密のほか、地方農政局等と連携してGI
及び植物品種の育成者権等の相談に対応し
ました。

エ　植物新品種の海外流出を防止するととも
に、新品種の開発を促進するため、「優良
品種の持続的な利用を可能とする植物新品
種の保護に関する検討会」を開催し、知的
財産としての保護のあり方について検討を
進めました。

また、この取りまとめを踏まえ、「種苗
法の一部を改正する法律案」を第201回
国会に提出しました。

オ　我が国種苗の海外への流出・無断増殖を
防止するため、海外における品種登録（育
成者権取得）や侵害対策に対して支援する

とともに、品種保護に必要となる検査手
法・DNA品種識別法の開発等の技術課題
の解決や、東アジアにおける品種保護制度
の整備を促進するための協力活動等を推進
しました。

カ　我が国のGI産品等の保護のため、国際
協定による諸外国とのGIの相互保護に向
けた取組を進め、海外における我が国の
GI等の名称の使用状況を調査し、都道府
県等の関係機関と共有するとともにGIに
対する侵害対策等の支援を行い、海外にお
ける知的財産侵害対策の強化を図りました。

キ　農業者が安心してデータを提供できる環
境を整備し、農業分野におけるビッグデー
タやAIの利活用を促進するため、データ
提供者（農業関係者）及び受領者（農業機
械メーカー、ICTベンダ等）間の契約の
考え方やひな形等を内容とする「農業分野
におけるAI・データに関する契約ガイド
ライン」を策定しました。

５　様々なリスクに対応した総合的な食料
安全保障の確立

（１）食料供給に係るリスクの定期的な分析、
評価等

主要な農林水産物の供給に影響を与える
可能性のあるリスクを洗い出し、そのリス
クごとの影響度合い、発生頻度、対応の必
要性等について分析、評価を行いました。

また、不測の事態が発生した場合に備
え、「緊急事態食料安全保障指針」（平成
27年10月改正）に基づく具体的な対応手
順等について、関係者との共有を図りまし
た。

（２）海外や国内におけるリスクへの対応
「緊急事態食料安全保障指針」に基づき、

食料の安定供給を確保するための平時の取
組を行いました。

また、食料の安定供給に関するリスクの
定期的な分析・評価結果を踏まえ、平素か
ら、食料供給への影響を軽減するための対
応策を検討・実施しました。
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ア　国際的な食料需給の把握、分析
省内外において収集した国際的な食料需

給に係る情報を一元的に集約するととも
に、我が国独自の短期的な需給変動要因の
分析や、中長期及び超長期の需給見通しを
策定し、これらを国民に分かりやすく発信
しました。
イ　輸入穀物等の安定的な確保
（ア）輸入穀物の安定供給の確保

麦の輸入先国との緊密な情報交換等を
通じ、安定的な輸入を確保しました。

輸入依存度の高い飼料穀物について、
不測の事態における海外からの供給遅
滞・途絶、国内の配合飼料工場の被災に
伴う配合飼料の急激な逼

ひっ
迫
ぱく

等に備え、配
合飼料メーカー等が事業継続計画に基づ
いて実施する飼料穀物の備蓄の取組に対
して支援しました。

（イ）国際港湾の機能強化
a　ばら積み貨物の安定的かつ安価な輸入

を実現するため、大型船に対応した港湾
機能の拠点的確保や企業間連携の促進等
による効率的な海上輸送網の形成に向け
た取組を推進しました。

b　国際海上コンテナターミナル、国際
ターミナルの整備等、国際港湾の機能強
化を推進しました。

（ウ）海外農業投資の支援
我が国からの海外農業投資の促進を図

るため、各国との政策対話と国内での官
民協議会とを連携させて取り組みました。

（エ）肥料原料の供給安定化対策
肥料原料については、海外からの輸入

への依存度を低減させるため、国内の未
利用資源の活用に向けた技術開発、実
証・実用化等をコストに配慮しつつ推進
しました。

（オ）遺伝資源の収集・保存・提供機能の強化
食料の安定供給に資する品種の育成・

改良に貢献するため、農業生物資源ジー
ンバンクにおいては、収集した遺伝資源
を基に、幅広い遺伝変異をカバーした代

表的品種群（コアコレクション）の整備
を進め、植物・微生物・動物遺伝資源の
更なる充実と利用者への提供を促進しま
した。

また、ITPGR（食料及び農業のため
の植物遺伝資源に関する国際条約）の枠
組みを活用した他国との植物遺伝資源の
相互利用や、植物遺伝資源に関するアジ
ア諸国との二国間共同研究等を推進する
ことによって、海外遺伝資源の導入環境
を整備しました。

ウ　国際協力の新展開
（ア）世界の食料安全保障に係る国際会議へ

の参画等
令和元（2019）年５月にG20新潟農

業大臣会合を開催し、「農業・食品分野
の持続可能性に向けて」のテーマの下、
各国の大臣等との間で率直な意見交換を
実施し、国際的な課題解決に向け、議長
国として議論をリードしました。

また、G７サミット、G20サミット
及びその関連会合、APEC（アジア太平
洋経済協力）関連会合、ASEAN＋３

（日中韓）農林大臣会合、FAO（国際連
合食糧農業機関）総会、OECD（経済
協力開発機構）農業委員会等の世界の食
料安全保障に係る国際会議等に積極的に
参画し、持続可能な農業生産の増大、生
産性の向上及び多様な農業の共存に向け
て国際的な議論に貢献しました。

さらに、フードバリューチェーンの構
築が農産物の付加価値を高め、農家・農
村の所得向上と食品ロス削減に寄与し、
食料安全保障を向上させる上で重要であ
ることを発信しました。

（イ）官民連携によるフードバリューチェー
ンの構築

a　フードバリューチェーンの構築に向
け、官民連携による二国間政策対話や合
同ミッションの派遣、生産・流通・投資
環境調査等を実施し、民間投資と連携し
た国際協力を推進しました。

390

令和元年度　食料・農業・農村施策



第
2
部

b　TICAD７（第７回アフリカ開発会議）
で発表された「横浜行動計画2019」等
の着実な推進に向け、アフリカにおける
農業生産及び食料安全保障の強化に資す
る農業専門家派遣やグローバル・フード
バリューチェーン構築支援等に取り組み
ました。

（ウ）飢餓・貧困対策への貢献
a　開発途上国・新興国における栄養不良

人口の削減に貢献するため、研究開発、
栄養改善のためのセミナーの開催や情報
発信等を支援しました。

b　飢餓・貧困の削減に向け、米等の生産
性向上及び高付加価値化のための研究を
支援しました。

（エ）気候変動や越境性動物疾病等の地球規
模の課題への対策

a　パリ協定を踏まえた森林減少・劣化抑
制、干ばつ等に適応した生産性向上シス
テムや温室効果ガス（GHG）削減につ
ながる栽培技術の開発等の気候変動対策
を推進しました。

また、地球温暖化緩和策に資する研究
及び越境性病害の我が国への侵入防止に
資する研究並びにアジアにおける口蹄
疫、高病原性鳥インフルエンザ、ASF

（アフリカ豚熱）の越境性動物疾病及び
薬剤耐性菌対策等を推進しました。

b　平成31（2019）年４月にG20の首
席農業研究者・行政官及び国際機関が参
加する、G20MACS（G20首席農業研
究者会議）を開催し、越境性植物病害虫
や気候変動対応技術導入に関する研究の
国際連携の推進等を図るため、議長国と
して議論をリードしました。

また、同年11月に我が国で開催した
国際ワークショップでは、気候変動対応
技術・農法の導入・拡大に関して各国と
国際機関の経験を共有するとともに、気
候変動への適応や農業からのGHGの排
出削減に向けて、他国の経験から得られ
る教訓について議論を行いました。

c　東アジア地域（ASEAN10か国、日
本、中国及び韓国）における食料安全保
障の強化と貧困の撲滅を目的とし、大規
模災害等の緊急時に備えるASEAN＋３
緊急米備蓄（APTERR）の取組を推進
しました。

エ　動植物防疫措置の強化
（ア）家畜防疫体制の強化や植物病害虫の防

除の徹底
世界各国における口蹄疫、高病原性鳥

インフルエンザ、ASF等の発生状況、
新たな植物病害虫の発生等を踏まえ、国
内における家畜の伝染性疾病や植物の病
害虫の発生予防及びまん延防止対策、発
生時の危機管理体制の整備等を実施しま
した。

特に、CSFについては、発生予防・
まん延防止のため、早期通報や野生動物
の侵入防止等、飼養衛生管理基準の遵守
徹 底 に 取 り 組 む と と も に、 令 和 元

（2019）年10月から飼養豚への予防的
ワクチン接種を開始しました。また、野
生イノシシの対策として、同年３月から
野生イノシシ向け経口ワクチンの散布を
実施しました。

さらに、農場における飼養衛生管理の
遵守の徹底、野生動物における悪性伝染
性疾病のまん延防止措置の法への位置付
け、予防的殺処分の対象疾病の拡大、畜
産物の輸出入検疫に係る家畜防疫官の権
限の強化等の措置を講ずる「家畜伝染病
予防法の一部を改正する法律」が第201
回国会で成立しました。

（イ）輸入検疫体制の強化
a　家畜防疫官・植物防疫官の適切な配置

及び動植物検疫探知犬の増頭等検査体制
の整備・強化により、円滑で確実な水際
対策を講ずるとともに、家畜の伝染性疾
病及び植物の病害虫の侵入・まん延防止
のための取組を推進しました。

b　政府が輸入する米麦について残留農薬
等の検査を実施しました。
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（ウ）産業動物獣医師の育成・確保
地域の産業動物獣医師への就業を志す

獣医大学の地域枠入学者・獣医学生に対
する修学資金の貸与、獣医学生を対象と
した産業動物獣医師の業務について理解
を深めるための臨床実習、産業動物獣医
師を対象とした技術向上のための臨床研
修や女性獣医師等を対象とした職場復
帰・再就職に向けたスキルアップのため
の研修等の実施による産業動物獣医師の
確保・育成への支援を実施しました。

また、情報通信機器を活用した産業動
物診療の効率化等の支援、産業動物獣医
療の提供体制整備に取り組む地域への支
援を実施しました。

オ　食品流通における不測時への備えの強化
（ア）米の備蓄運営について、米の供給が不

足する事態に備え、国民への安定供給を
確保するため、100万ｔ程度（令和元年
６月末時点）の備蓄保有を行いました。

（イ）輸入依存度の高い小麦について、港湾
スト等により輸入が途絶した場合に備
え、外国産食糧用小麦需要量の2.3か月
分を備蓄し、そのうち政府が1.8か月分
の保管料を助成しました。

（ウ）食品の家庭備蓄の一層の定着を図るた
め、ローリングストック等、平素から実
践しやすくする方法をまとめた「災害時
に備えた食品ストックガイド」やWeb
サイト「家庭備蓄ポータル」等を活用
し、普及を行いました。

（エ）食品産業事業者の従業員に新型コロナ
ウイルス感染者が発生した際の対応や事
業継続を図る際の基本的なポイントをま
とめたガイドラインを取りまとめ、公表
しました。

（オ）新型コロナウイルス感染症の影響によ
る学校給食休止に伴い、食品納入業者に
対し、文部科学省を通じ臨時休業中の学
校給食の食材費に相当する費用への支援
を行うほか、学校給食で活用する予定で
あった野菜・果実・加工品等の未利用食

品の販売先確保に向けたマッチングや
フードバンクへ寄附する際の輸配送費等
の支援を行いました。

６　国際交渉への戦略的な対応
（１）日米貿易協定及びEPA（経済連携協定）
/FTA（自由貿易協定）への取組等
「未来投資戦略2018」（平成30年６月策

定）等に基づき、グローバルな経済活動の
ベースとなる経済連携を進めました。

日米貿易協定及びRCEP（東アジア地域
包括的経済連携）、日中韓FTA、日トルコ
EPA等の経済連携において、我が国の農
林水産品が慎重に扱うべき事項であること
に十分配慮した上で、我が国の農林水産業
が、今後とも国の基

もとい
として重要な役割を果

たしていけるよう交渉を行うとともに、我
が国農産品の輸出拡大につながる交渉結果
の獲得を目指しました。日米貿易協定につ
いては、令和元（2019）年９月の日米首
脳会談で最終合意を確認、同年10月に署
名、令和２（2020）年１月１日に発効し
ました。

（２）WTO交渉における取組
「多様な農業の共存」という基本理念の

下、食料輸出国と輸入国のバランスの取れ
た農産物貿易ルールの確立に向けて、
WTO交渉の前進と、多角的貿易体制の維
持・強化に積極的に貢献しました。

	Ⅲ	 農業の持続的な発展に関する施策

１　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

（１）法人化、経営の多角化等を通じた経営発
展の後押し

ア　担い手への重点的な支援の実施
（ア）認定農業者等の担い手が主体性と創意

工夫を発揮して経営発展できるよう、担
い手に対する農地の集積・集約化の促進
や経営所得安定対策、出資や融資、税制
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等、経営発展の段階や経営の態様に応じ
た支援を行いました。

（イ）担い手の育成・確保に向けた施策につ
いて、構造改革の進展の状況を踏まえつ
つ、担い手の経営発展に資するよう、分
析・検証を行いました。

イ　農業経営の法人化等の加速化
（ア）経営意欲のある農業者が創意工夫を活

かした農業経営を展開できるよう、都道
府県段階に設置した農業経営相談所を通
じた経営相談・経営診断や専門家派遣等
の支援等により、農業経営の法人化を促
進しました。

（イ）労働力不足の状況に対応し、農業法人
において、幅広い年齢層や他産業からの
人材等の活用を図るため、他産業並の就
業環境の整備を推進するとともに、従業
員のキャリアパスとして新たな法人を設
立する取組等を促進しました。

（ウ）担い手が少ない地域においては、地域
における農業経営の受皿として、集落営
農の組織化を推進するとともに、これを
法人化に向けての準備・調整期間と位置
付け、法人化を推進しました。

ウ　経営の多角化・複合化
雇用労働力の有効活用や農業機械等の経

営資源の有効利用、価格変動や自然災害に
よる経営リスクの分散等を図るため、経営
の多角化や複合化を推進しました。

また、これらの経営体の経営発展を図る
ため、農林水産祭等において優れた経営体
の表彰を行いました。

（２）新規就農や人材の育成・確保、経営継承等
ア　青年層の新規就農
（ア）将来の我が国の農業を支える人材を確

保するためには、青年新規就農者を増大
させる必要があることから、次世代を担
う農業者となることを志向する者に対し、
①　就農前の研修（２年以内）の後押し

と就農直後（５年以内）の経営確立に
資する資金の交付

②　農業法人等が実施する新規就農者に

対する実践研修への支援
を行いました。

（イ）初期投資の負担を軽減するため、農業
機械等の取得に対する補助や無利子資金
の貸付けを行いました。

（ウ）労働環境や人材育成面等で若者を惹き
つける魅力ある農業経営体の姿を「見え
る化」するとともに、職業としての農業
への理解を促進し、若者の就農意欲を喚
起する活動、就農希望者等に対する全国
的な求人情報等の提供や就農相談、就農
前の短期間就業体験（インターンシッ
プ）の実施を一体的に支援しました。

（エ）地域の農業大学校、農業高校等の卒業
生の就農を促進するため、関係府省や都
道府県等の連携の下、先進的な農業経営
の学習の充実や就農支援体制の強化等を
推進しました。

（オ）次世代の農業経営者育成キャリアパス
を明確化するため、農業大学校の専門職
大学化を推進しました。

イ　経営感覚を持った農業者の育成・確保
（ア）今後の地域農業のリーダーとなる人材

の層を厚くするため、優れた経営力、地
域リーダーとしての人間力等を養成する
高度な農業経営者育成教育機関が実施す
る研修等を支援しました。

また、優れた経営感覚を備えた農業者
の育成のため、農業者が営農しながら経
営ノウハウを学べる農業経営塾の創出・
展開を支援しました。

（イ）専門的職業人を育成するため、先進的
で卓越した取組や地域との協働を推進す
る学校を指定して、取組を支援しました。

ウ　次世代の担い手への円滑な経営継承
今後、担い手の優れた技術や農地等の経

営資源を確実に次世代の担い手に継承して
いくため、農業法人や大規模な家族経営体
等が経営継承に関する理解を深め、円滑な
経営継承が図られるための取組を推進しま
した。
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エ　企業の農業参入
企業の農業参入は、特に、担い手が不足

している地域においては農地の受皿として
期待されていることから、農地中間管理機
構を中心としてリース方式による企業の参
入を促進しました。

２　女性農業者が能力を最大限発揮できる
環境の整備

（１）女性の活躍推進
女性農業者が、その能力を最大限に発揮

し、農業経営や６次産業化を展開すること
ができる環境を整備するため、経営体向け
補助事業について女性農業者等による積極
的な活用を促進するほか、地域農業におけ
る次世代のリーダーとなり得る女性農業経
営者の育成及び女性が働きやすい環境整備
に取り組む経営体を育成するための取組を
推進しました。

また、女性農業者の知恵と民間企業の技
術、ノウハウ、アイデア等を結び付け、新
たな商品やサービス開発等を行う「農業女
子プロジェクト」の活動を拡大しました。

（２）政策・方針決定過程への女性の参画の促
進

ア　地域農業に関する方針等に女性農業者等
の声を反映させるため、「人・農地プラン」
を検討する場への女性農業者の参画を義務
付けました。

イ　平成28（2016）年４月に改正された
「農業委員会等に関する法律」（昭和26年
法律第88号）及び「農業協同組合法」（昭
和22年法律第132号）において、農業委
員会の委員や農業協同組合の役員につい
て、年齢及び性別に著しい偏りが生じない
よう配慮しなければならない旨の規定が置
かれたことを踏まえ、委員・役員の任命・
選出が男女共同参画の視点から行われるよ
う、女性の参画拡大に向けた取組をより一
層促進しました。

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

（１）担い手への農地集積・集約化の加速化
ア　「人・農地プラン」の活用

各地域の人と農地の問題を解決していく
ため、「人・農地プラン」の実質化を推進
しました。その際、地域内外の幅広い関係
者が参画した徹底的な話合いを進め、担い
手を同プランに位置付けていくとともに、
話合いにおける農地情報公開システム（全
国農地ナビ）等の活用を推進しました。

また、「人・農地プラン」に即して担い
手が行う経営規模の拡大等の取組を、融資
等を通じて促進しました。

イ　農地中間管理機構のフル稼働
全都道府県に設立された農地中間管理機

構の取組を更に加速化させ、担い手への農
地の集積・集約化を進めました。

（２）荒廃農地の発生防止・解消等
農業者等が行う、荒廃農地を再生利用す

る取組を推進するとともに、「農地法」（昭
和27年法律第229号）に基づく農業委員
会による利用意向調査・農地中間管理機構
との協議の勧告等の一連の手続を活用して
再生利用可能な遊休農地の農地中間管理機
構への利用権設定を進めることにより、荒
廃農地の発生防止と解消に努めました。

（３）農地転用許可制度等の適切な運用
農地の転用規制及び農業振興地域制度の

適正な運用を通じ、優良農地の確保に努め
ました。

４　担い手に対する経営所得安定対策の推
進、収入保険等の実施

（１）担い手を対象とした経営所得安定対策の
着実な推進

担い手の農業経営の安定を図り、我が国
農業の更なる構造改革を進める観点から、

「畑作物の直接支払交付金」（ゲタ対策）と
「米・畑作物の収入減少影響緩和対策」（ナ
ラシ対策）について、認定農業者、認定新
規就農者、集落営農を対象として、規模要
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件を課さずに実施しました。
ア　畑作物の直接支払交付金

諸外国との生産条件の格差から生じる不
利がある畑作物（麦、大豆、てんさい、で
ん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね）を
生産する農業者に対して、標準的な生産費
と標準的な販売価格の差に相当する額を直
接交付する「畑作物の直接支払交付金」を
実施しました。
イ　米・畑作物の収入減少影響緩和対策

国民に対する熱量の供給を図る上で特に
重要なもの等で、収入の減少が農業経営に
及ぼす影響を緩和する必要がある農産物

（米、麦、大豆、てんさい、でん粉原料用
ばれいしょ）を生産する農業者に対して、
農業者拠出に基づくセーフティネットとし
て、「米・畑作物の収入減少影響緩和対策」
を実施しました。

（２）経営の新たなセーフティネットとしての
収入保険等の実施
「農業保険法」（昭和22年法律第185号）

に基づき、農業経営全体の収入に着目した
収入保険を実施するとともに、自然災害等
による損失を補償する農業共済を実施しま
した。

５　構造改革の加速化や国土強
きょう
靱
じん
化に資す

る農業生産基盤整備
農地集積の加速化、農業の高付加価値化に

資する農地の大区画化、水田の汎用化・畑地
化、畑地かんがい等の整備や老朽化した農業
水利施設の長寿命化・耐震化等を推進しまし
た。

また、生態系や景観等の農村環境の保全・
形成に配慮した農業生産基盤の整備を推進し
ました。
（１）力強い農業を支える農業生産基盤整備

ア　農地の大区画化、水田の汎用化・畑地化
等の基盤整備を実施し、農地中間管理機構
とも連携した担い手への農地の集積・集約
化や農業の高付加価値化を推進しました。

イ　農地整備状況について、地理情報システ

ムを活用した情報の可視化、共有を図りま
した。

ウ　パイプライン化やICTの導入等により、水
管理の省力化と担い手の多様な水利用への
対応を実現する新たな農業水利システムを
構築し、農地集積の加速化を推進しました。

（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

ア　点検、機能診断及び監視を通じた適切な
リスク管理の下での計画的かつ効率的な補
修、更新等により、施設の徹底した長寿命
化とライフサイクルコストの低減を図りま
した。

イ　地理情報システムを活用した農業水利施
設に係る点検、機能診断結果等の情報の蓄
積、可視化、共有化を推進しました。

（３）農村地域の強
きょう
靱
じん
化に向けた防災・減災対策

ア　基幹的な農業水利施設やため池等の耐震
診断、耐震対策や豪雨対策等のソフト面と
ハード面を組み合わせた防災・減災対策を
実施しました。特に、ため池については、
新たな選定基準により再選定した防災重点
ため池を中心に、防災・減災対策の一層の
推進を図りました。

イ　津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の
変動による被害等から農地等を防護するた
め、海岸保全施設の整備等を実施しました。

ウ　農業用ため池の適正な管理及び保全に必
要な措置を講ずる「農業用ため池の管理及
び保全に関する法律」が第198回国会で
成立しました。

６　需要構造等の変化に対応した生産・供
給体制の改革

（１）需要に応じた米の生産・販売の推進、飼
料用米等の戦略作物の生産拡大

ア　需要に応じた米の生産・販売の推進
（ア）需要に応じた生産・販売を推進するた

め、水田活用の直接支払交付金による支
援、中食・外食等のニーズに応じた生産
と播

は
種
しゅ

前契約、複数年契約等による安定
取引の一層の推進、県産別、品種別等の
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きめ細かな需給・価格情報、販売進捗情
報、在庫情報の提供、都道府県別、地域
別の作付動向（中間的な取組状況）の公
表等の環境整備を推進しました。

（イ）国が策定する需給見通し等を踏まえつ
つ生産者や集荷業者・団体が主体的に需
要に応じた生産・販売を行うため、行
政、生産者団体、現場が一体となって取
り組みました。

イ　戦略作物の生産拡大
食料自給率・食料自給力の維持向上を図

るため、麦、大豆、飼料用米等、戦略作物
の本作化を進めるとともに、地域の特色の
ある魅力的な産品の産地づくりに向けた取
組を支援することにより、水田のフル活用
を図りました。

具体的には、地域が作成する「水田フル
活用ビジョン」に基づき、地域の特色のあ
る魅力的な産品の産地を創造するため、地
域の裁量で活用可能な産地交付金により、
産地づくりに向けた取組を支援しました。

（２）畜産クラスター構築等による畜産の競争
力強化
ア　畜産・酪農の競争力強化
（ア）畜産農家を始めとして、地域に存在す

る外部支援組織（コントラクター、
TMRセンター、キャトルステーション、
ヘルパー等）や関連産業等の関係者（乳
業、食肉センター等）が有機的に連携、
結集し、地域ぐるみで収益性を向上させ
る畜産クラスターの取組を推進するた
め、新規就農者等の確保や経営資源の円
滑な継承を促進するとともに、省力化機
械の導入・活用、外部支援組織の活用に
よる労働負担の軽減や経営規模拡大に資
する施設の整備等を支援しました。

また、国産チーズの競争力を高めるた
め、原料乳の低コスト・高品質化、製造
コストの低減、品質向上・ブランド化等
を推進しました。

（イ）酪農経営における性判別精液を活用し
た優良な乳用後継雌牛の確保や和牛受精

卵を活用した和子牛生産の拡大、畜産経
営における新技術を活用した繁殖性の向
上・改良等による種豚の生産性の向上等
を図る取組を支援しました。

（ウ）輸入飼料に過度に依存した畜産から国
内の飼料生産基盤に立脚した畜産に転換
するため、不安定な気象に対応する技術
の普及、国産飼料の生産・利用の拡大や
流通体制の強化、放牧の活用や農場残さ
等の未利用資源の飼料利用等を推進しま
した。

（エ）チーズ、生クリーム、適度な脂肪交雑
の牛肉への需要の拡大や安全・安心への
関心等を踏まえ、多様な消費者ニーズに
対応した生産等を推進しました。

また、酪農家による６次産業化の取組
を支援するため、生乳取引の多様化を推
進しました。

（オ）需給状況に応じた乳製品の安定供給の
確保等を図るため、「畜産経営の安定に
関する法律」（昭和36年法律第183号）
に基づき、加工原料乳生産者補給金制度
を適切に運用しました。

（カ）農業従事者の中でもとりわけ過酷な労
働条件にある酪農家の「働き方改革」を
推進するため、「農業競争力強化プログ
ラム」（平成28年11月策定）に基づき、
労働条件の改善に資する搾乳ロボットや
パーラー等の機械装置の導入を短期・集
中的に支援しました。

（キ）ふん尿の還元等に必要な飼料作付面積
の確保を前提として酪農家が行う環境負
荷軽減の取組（資源循環促進、地球温暖
化防止、生物多様性保全等）を支援しま
した。

イ　畜産・酪農関係の経営安定対策
経営安定対策として、以下の施策等を実

施し、畜産農家等の経営安定を図りました。
（ア）畜種ごとの経営安定対策

a　酪農関係では、①加工原料乳に対する
加工原料乳生産者補給金及び集送乳調整
金の交付、②加工原料乳の取引価格が低
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落した場合の補塡金の交付等の対策
b　肉用牛関係では、①肉用子牛対策とし

て、子牛価格が保証基準価格を下回った
場合に補給金を交付する肉用子牛生産者
補給金制度、②肉用牛肥育対策として、
標準的販売価格が標準的生産費を下回っ
た場合に交付金を交付する肉用牛肥育経
営安定交付金（牛マルキン）

c　養豚関係では、標準的販売価格が標準
的生産費を下回った場合に交付金を交付
する肉豚経営安定交付金（豚マルキン）

d　養鶏関係では、鶏卵の取引価格が補塡
基準価格を下回った場合に補塡金を交付
するなどの鶏卵生産者経営安定対策事業

（イ）飼料価格高騰対策
配合飼料価格の大幅な変動に対応する

ための配合飼料価格安定制度を適切に運
用するとともに、国産飼料の増産や農場
残さ等の未利用資源を飼料として利用す
る取組等を推進しました。

（ウ）新型コロナウイルス感染症対策
a　酪農等の従事者に新型コロナウイルス

感染者が発生した際の対応や事業継続を
図る際の基本的なポイントをまとめたガ
イドラインを取りまとめ、公表しました。

b　酪農家が学校給食用のために納入を予
定していた生乳をバター・脱脂粉乳等の
乳製品向けに販売する場合に、既存の加
工原料乳生産者補給金を活用してもなお
生じる価格差及び加工施設への輸送費を
支援しました。

また、脱脂粉乳の保管余力がないため
に既存在庫を飼料用に用途変更して販路
を拡大する場合に要する経費や、既に生
産してしまった学校給食用生乳をやむを
得ず廃棄した場合の処分費用を支援しま
した。

（３）実需者ニーズ等に対応した園芸作物等の
供給力の強化
ア　野菜関係対策
（ア）野菜の生産・出荷の安定と消費者への

安定供給を図るため、価格低落時におけ

る生産者補給交付金の交付等により、野
菜価格安定対策を的確かつ円滑に実施し
ました。

（イ）加工・業務用野菜への転換に取り組む
産地に対し、加工・業務用野菜の安定生
産に必要な作柄安定技術の導入を支援す
るとともに、水田地帯において水稲から
野菜等の園芸作物への転換を図り、実需
者等の関係者と連携して取り組む新しい
園芸産地の育成を推進しました。あわせ
て、加工・業務用需要に対応したサプラ
イチェーンの構築に加えて、加工・業務
用野菜の生産を加速化するための新技術・
機械化の導入等について支援しました。

（ウ）燃油価格の高騰の影響を受けにくい経
営構造への転換を進めるため、省エネル
ギー化等に取り組む産地に対し、燃油価
格高騰時のセーフティネットの構築を支
援しました。

イ　果樹関係対策
（ア）果樹の生産・供給体制を強化するた

め、農地中間管理機構の活用等による担
い手への園地集約・集積の推進、優良品
目・品種への改植やそれに伴う未収益期
間に対する支援とともに、労働生産性の
向上に向けた取組等への支援を行いまし
た。

また、省力樹形の導入とそれに必要と
なる苗木生産体制の構築のための取組を
支援しました。

（イ）計画生産・出荷の推進や需給安定対
策、契約取引の強化や加工原料供給の安
定化を図るための加工流通対策を総合的
に行いました。

ウ　花き関係対策
「花きの振興に関する法律」（平成26年

法律第102号）に基づき、以下の施策を
実施しました。

（ア）国産花きの生産拡大等を図り、花き産
業が成長産業となるよう、戦略品目を設
定し、品目ごとの生産・需要状況等の特
徴に応じて、花き産業関係者が一体と
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なった生産から流通・消費拡大に至る一
貫した取組を支援しました。

（イ）我が国が世界に誇る高品質な花きの輸
出拡大を図るため、最大の輸出先である
中国で開催された中国・北京国際園芸博
覧会に政府出展し、国産花きの競争力強
化を図りました。

（ウ）新型コロナウイルス感染症の影響で需
要が減少している花きの消費拡大を図る
ため、家庭や職場での花飾りや花の購入
を促進する「花いっぱいプロジェクト」
の取組を実施しました。

エ　茶関係対策
茶の新需要開拓や高付加価値化に向け、

実需者ニーズに即した新たな茶商品の生
産・加工技術や機能性成分等の特色を持つ
品種の導入、有機栽培への転換、てん茶栽
培に適した棚施設を利用した栽培法への転
換や直接被覆栽培への転換、新たな抹茶加
工技術の実証、残留農薬分析等を支援しま
した。
オ　砂糖及びでん粉関係対策

「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法
律」（昭和40年法律第109号）に基づき、
さとうきび・でん粉原料用かんしょ生産者
及び国内産糖・国内産いもでん粉の製造事
業者に対して、経営安定のための支援を行
いました。

（４）需要拡大が見込まれる有機農産物や薬用
作物の生産拡大
ア　有機農産物関係対策

有機農業の面的拡大と有機農業により生
産された農産物の安定的な供給体制を構築
するため、有機農業者のネットワーク構築
や実需者との意見交換等のオーガニックビ
ジネス実践拠点づくり、販売戦略の企画・
提案、地方公共団体間のネットワーク構築
等を支援しました。

また、有機食品の輸出を促進するため、
有機JAS認証の取得を推進するとともに、
諸外国との有機同等性の取得等を推進しま
した。

イ　薬用作物関係対策
薬用作物の産地形成を加速化させるた

め、地域の取組として、産地と実需者（漢
方薬メーカー等）とが連携した栽培技術の
確立のための実証ほの設置、省力化のため
の農業機械の改良及び収穫まで複数年を要
する薬用作物の新植を支援しました。

また、全国的な取組として、事前相談窓
口の設置や技術アドバイザーの派遣等の栽
培技術の指導体制の確立に向けた取組を支
援しました。

７　コスト削減や高付加価値化を実現する
生産・流通現場の技術革新等

（１）戦略的な研究開発と技術移転の加速化
ア　現場のニーズを踏まえた戦略的な研究開発

様々な農政の課題に技術面で的確に対応
するため、「農林水産研究基本計画」（平成
27年３月策定）に基づきつつ、攻めの農
林水産業の展開に向けて、以下の施策を推
進しました。その際、農業現場のニーズに
直結した戦略的な研究開発を推進するた
め、農業者や普及組織等から現場の意見を
聴取するとともに、研究への参画を推進し
ました。

（ア）現場ニーズ対応型研究
農林漁業者、食品事業者のニーズを踏ま

えた明確な研究目標の下、農林漁業者、企
業、大学、研究機関がチームを組んで行
う、農林漁業者等への実装までを視野に入
れた技術開発を推進しました。
a　農林水産分野における気候変動・環境

対応プロジェクト
（a）国際共同研究を通じて、アジア地

域の水田におけるGHG排出削減のた
めの総合的栽培管理技術及び農産廃棄
物を有効活用したGHG削減技術に関
する影響評価手法の開発を推進しまし
た。

（b）畜産分野からのGHG排出削減技術
の開発を推進しました。

（c）農作物の花粉媒介に貢献する野生
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の昆虫種の解明や生態系サービスを有
効活用する基盤技術の開発を推進しま
した。

（d）気候変動に対応した品種・育種素
材、生産安定技術及びほ場の排水・保
水機能活用手法の開発を推進しました。

（e）野生鳥獣による被害拡大への対応
技術や海外からの有害動植物の検出・
同定技術の開発及び拡散防止・駆除技
術の開発を推進しました。

b　生産現場強化プロジェクト
（a）国産飼料の安定生産と利用促進の

ため、栄養価が高く、輸入飼料と同等
の価格の自給濃厚飼料の生産・調製・
利用技術の開発を推進しました。

また、大豆等の収益力向上のため、
多収阻害要因を特定して収量の高位安
定化を図る技術の開発を推進しまし
た。

さらに、生産コスト削減に向けた効
率的かつ効果的な施肥技術・有機質資
材の活用技術の開発を推進しました。

加えて、国産花きの国際競争力強化
のため、花きの日持ち性向上技術の開
発を推進しました。

（b）家畜の生涯生産性向上のため、乳
用牛及び肉用牛の繁殖機能の早期回復
技術の開発を推進しました。

また、生産性・繁殖性等の遺伝的能
力を評価し、総合的に能力を高めるた
めの育種手法の開発を推進しました。

（c）青果用かんしょの機械移植に適す
る形の整った苗の生産技術や移植精度
の高い作業機の開発等により、省力安
定栽培技術の開発を推進しました。

（d）茶工場の稼働時間の延長を可能と
する効率的な荒茶生産体制の構築を推
進しました。

（e）園芸作物等の生育情報・病害虫発
生状況を把握するために収集すべき情
報・仕様の解明を推進しました。

（f）ふん尿処理施設、畜舎を含む農場全

体を対象とする総合的臭気対策技術の
開発を推進しました。

（g）ドローン画像分析により農地・作
物の状況を把握し、様々な調査業務に
必要な書類の作成を支援する技術の開
発を推進しました。

c　食品安全・動物衛生対応プロジェクト
（a）食品の生産段階・加工工程における

有害化学物質及び有害微生物の分析技
術及び低減技術の開発を推進しました。

（b）家畜の伝染病の病原体変異と、野
生動物を介した伝播リスクの解明、国
内未発生病原体の検査技術や国内発生
時に使用する防疫資材の開発を推進し
ました。

（c）畜産分野における薬剤耐性の実態
把握とリスクを低減させるための調査
研究及び抗菌剤に頼らない常在疾病防
除技術の開発を推進しました。

d　農業現場緊急課題対応プロジェクト
（a）水稲 直

ちょく
播
はん

栽培を導入する上で問題
となる雑草イネ等難防除雑草の省力的
な防除技術の開発を推進しました。

（b）南西諸島の気候風土に適した高収
益品目を検討し、栽培技術や防除体系
の研究開発を推進しました。

（c）畑作物生産の安定・省力化に向け
た湿害、雑草害対策技術の開発を推進
しました。

（d）茶樹の被覆作業の適期の判定指標
の解明と、簡易測定技術の開発を推進
しました。また、被覆下での栽培管理
技術及び被覆作業の高度化技術の開発
を推進しました。

（e）繋ぎ牛舎でも利用できる高度な搾
乳システムの開発を推進しました。

（イ）基礎的・先導的研究
国が中長期的な視点で取り組むイノ

ベーションの創出に向けた技術開発を推
進しました。

a　人工知能未来農業創造プロジェクト
（a）病害虫による被害を最小化するた
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め、病害虫の画像や遺伝子情報等か
ら、AIを活用した早期診断を行い、
生産者への最適な防除対策情報を提供
するシステムの開発を推進しました。

（b）AIを活用した栽培管理と労務管理
により栽培管理に係る労働時間を削減
し、経営の効率化を可能とするシステ
ムの開発を推進しました。

（c）AI・IoT等を活用した施設野菜の出
荷可能量の高精度な事前予測と、余剰
生産量の事前把握に基づいた生産者と
実需者間の需給マッチング支援システ
ムを構築することにより、販路拡大を
図り、生産現場における廃棄ロス削減
に貢献する技術の開発を推進しました。

b　作物育種プロジェクト
（a）アジア諸国との二国間共同研究等

を推進し、海外植物遺伝資源へのアク
セス環境を整備するとともに、国内の
公的研究機関や大学等が保有する植物
遺伝資源情報のネットワークを構築し
ました。

（b）ゲノム情報や形質評価データ等の
ビッグデータの整備、ゲノム情報に基
づく特性予測（ゲノミックセレクショ
ン）等新たな育種技術の開発・高度化
を行いました。

また、これらを活用することによ
り、従来の育種では困難だった形質の
改良等を短期間で実現するスマート育
種システムの開発を推進しました。

c　次世代バイオ農業創造プロジェクト
（a）地域の農林水産物・食品について、

機能性表示を可能とするエビデンスの
取得を進めるとともに、機能性を高め
るための栽培・加工技術の開発を推進
しました。

（b）遺伝子組換えカイコに医薬品等の
有用物質を効率的に生産させるための
基盤技術や、ICTを導入した新たな
養蚕システムの開発を推進しました。

（c）高品質な薬用作物を低コストで安

定的に栽培するための技術を開発し、
既存の経営モデルに薬用作物を導入し
た複合経営モデルを構築することによ
り、国内生産拡大に向けた技術開発を
推進しました。

（d）ゲノム編集技術を用いて、加工・
業務用品種、高付加価値品種や病害虫
抵抗性品種等、農業の競争力強化や生
産者の収益向上に資する農作物の育種
素材の開発を推進しました。

イ　技術移転の加速化
（ア）「橋渡し」機能の強化

a　「知」の集積と活用の場による技術革新
（a）産学官を結び付ける研究開発プラッ

トフォームづくりのため、産学官連携
協議会において、ポスターセッショ
ン、セミナー、ワークショップ等を開
催し、技術シーズ・ニーズに関する情
報交換、意見交換を行いました。

（b）研究開発プラットフォームから形
成された研究開発コンソーシアムで行
われる研究開発を国と民間企業等が、
資金を出し合うマッチングファンド方
式等により重点的に支援しました。

b　異分野融合研究の強化
工学・医学等異分野の技術を農林水産

分野に導入・活用するための共同研究を
進めるとともに、これまでの研究成果を
社会実装につなげるための講演・セミ
ナーの開催や試作物の展示等を行う機会
を設けるなど、研究開発を推進しました。

c　研究開発・普及・生産現場の連携によ
る技術開発・普及

（a）農林水産業・食品産業等における
イノベーションにつながる革新的な技
術シーズを開発するための基礎研究及
び開発された技術シーズを実用化に向
けて発展させるための研究開発を推進
しました。

（b）研究開発から産業化までを一貫し
て支援するため、大学、民間企業等の
地域の関係者による技術開発から改
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良、開発実証試験までの取組を切れ目
なく支援しました。

（c）全国に配置されたコーディネーター
が、技術開発ニーズ等を収集するとと
もに、マッチング支援や商品化・事業
化に向けた支援等を行い、研究の企画
段階から産学が密接に連携し、早期に
成果を実現できるよう支援しました。

（d）農業技術に関する近年の研究成果
のうち、生産現場への導入が期待され
るものを「最新農業技術・品種」とし
て紹介しました。

（e）産地においては、普及指導センター
と大学、企業、試験研究機関等が連携
しつつ、技術指導を核に総合的な支援
を展開するなど、研究成果の普及・実
用化体制の強化を推進しました。

（イ）効果的・効率的な技術・知識の普及指導
国と都道府県が協同して、高度な技

術・知識を持つ普及指導員を設置し、普
及指導員が農業者に直接接して行う技
術・経営指導等を推進しました。その際
には、営農情報を提供する民間企業等と
の役割分担を図り、地域の合意形成や新
規就農者の支援、地球温暖化及び災害へ
の対応等、公的機関が担うべき分野につ
いての取組を強化しました。

また、農業分野の技術革新、農業者の
多様なニーズ等に的確に対応するため、
計画的に普及指導員の資質の向上を図る
研修等を実施しました。

（ウ）戦略的な知的財産マネジメントの推進
「農林水産研究における知的財産に関

する方針」（平成28年２月策定）を踏ま
え、農林水産業・食品産業に関する研究
に取り組む国立研究開発法人や都道府県
の公設試験場等における知的財産マネジ
メントの強化を図るため、知的財産マネ
ジメントに高度な専門的知識を有する専
門家による指導・助言を行うとともに、
平成30（2018）年度に作成した知的財
産マネジメントに関するマニュアルの充

実・普及を行いました。
（エ）レギュラトリーサイエンスの充実・強化

a　「レギュラトリーサイエンス研究推進
計画」（平成27年６月策定）で明確化し
た取り組むべき調査研究の内容や課題に
ついて、その進捗状況の検証・見直しを
行うとともに、所管法人、大学、民間企
業、関係学会等への情報提供や研究機関
との意見交換を行い、研究者の認識や理
解の醸成とレギュラトリーサイエンスに
属する研究の拡大を促進しました。

b　研究開発部局と規制担当部局とが連携
して、食品中の危害要因、家畜の伝染性
疾病・植物病害虫等のリスク管理に必要
な調査研究を推進しました。

c　レギュラトリーサイエンスに属する研
究事業の成果を国民に分かりやすい形で
公表しました。

また、行政施策・措置とその検討・判
断に活用された科学的根拠となる研究成
果を紹介する機会を設け、レギュラト
リーサイエンスへの理解の醸成を推進し
ました。

d　行政施策・措置の検討・判断に当た
り、その科学的根拠となる優れた研究成
果を挙げた研究者を表彰しました。

（オ）国民理解の促進
最先端技術の研究開発及び実用化に当

たっては、国民への分かりやすい情報発
信、意見交換を並行して行い、研究成果
の実用化に向けた環境づくりを進めまし
た。特に、ゲノム編集技術等の育種利用
は、飛躍的な生産性の向上等が期待され
る一方、国民的理解を得ていくことが課
題であることから、関係府省の連携によ
るサイエンスコミュニケーション等の取
組を強化しました。

（２）先端技術の活用等による生産・流通シス
テムの革新

ア　規模拡大、省力化や低コスト化を実現す
るための技術導入

（ア）スマート農業の実現に向けた取組
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ロボット・AI・IoTを活用して、超
省力・高品質生産を目指すスマート農業
を実現するため、ロボット農機や栽培環
境・生育状況のセンシング等の生産現場
における実証に取り組み、これまでに開
発された先端技術の社会実装を推進しま
した。

また、明確な開発目標の下で現場での
実装までを視野に入れた技術開発を進め
るとともに、AI・IoT等の先端技術を
活用し、収穫ロボットの高度化等による
全く新しい技術体系を創造するための研
究開発等を実施しました。

さらに、現場実装に際して安全上の課
題解決が必要なロボット技術に関する安
全性の検証やルールづくりを進めるとと
もに、関係府省が連携して農業における
ICTの利活用の促進に向けて農業情報
の標準化に取り組みました。

加えて、関係府省協力の下、大学や民
間企業等と連携して、農業データ連携基
盤の機能を生産部分だけでなく、加工・
流通・消費まで含めたフードチェーン全
体への機能拡充に向けた研究開発に取り
組みました。引き続き、スマート農業の
社会実装を強力に推進するため、技術ご
とのロードマップや推進方策等を盛り込
んだ「農業新技術の現場実装推進プログ
ラム」を令和元（2019）年６月に策定
し、スマート農業技術の研究開発、現場
実証、速やかな現場への普及までを総合
的に推進しました。

（イ）次世代施設園芸の取組拡大
次世代施設園芸の取組を拡大するた

め、次世代施設園芸への転換に必要な技
術について、習得のための実証・研修を
支援するとともに、技術習得に必要な実
証温室や次世代型大規模園芸施設の整備
とその成果やノウハウの分析・情報発信
を支援しました。

（ウ）産地の戦略的取組の推進
産地の持続的な生産力強化等に向け

て、農業者や農業法人、民間団体等が行
う生産性向上や販売力強化等に向けた取
組を支援するとともに、地方公共団体が
主導する産地全体の発展を図る取組を総
合的に支援しました。

（エ）作業を受託する組織の育成・確保
農作業の外部化により、高齢化や担い

手不足が進行している生産現場の労働負
担の軽減を図るとともに、畜産におい
て、規模拡大や飼養管理への集中等を通
じた経営発展を促進する観点から、地域
の実情を踏まえつつ、飼料生産組織やヘ
ルパー組織の育成・確保を推進しました。

（オ）農業労働力の確保と農業の「働き方改
革」を一体的に推進する取組への支援

産地における人手不足を補うため、他
産業や他地域との連携等による労働力確
保の取組と労働環境整備等の農業の「働
き方改革」を一体的に行う産地の取組を
支援しました。

イ　需要に応じた生産や高付加価値化を進め
るための技術導入

我が国の「強み」である技術力を活かし
た新たな品種や技術の開発・普及を進め、
かつ知的財産を総合的に活用することによ
り、日本各地で品質やブランド力等「強
み」のある農畜産物を実需者と連携して生
み出すため、「新品種・新技術の開発・保
護・普及の方針」（平成25年12月策定）
に基づく取組等を推進しました。

（ア）実需者や産地が参画したコンソーシア
ムを構築し、ニーズに対応した新品種の開
発等の取組を推進しました。

また、実需者等の多様なニーズに対応
するため、従来の育種では困難だった収
量性や品質等の形質の改良等を短期間で
実現するスマート育種システムの開発を
推進しました。

（イ）新品種やICT等の新技術等を活用し
た「強み」のある産地形成を図るため、
実需者、生産者等が連携して新たな産地
形成を行う取組を総合的に支援しまし
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た。
また、実需者等とも連携した新品種・

新技術の確立、種苗の機動的な供給体制
の整備、農業機械のリース導入、産地基
幹施設整備等の取組を支援しました。

（ウ）海外遺伝資源を戦略的に確保するため、
締約国として食料・農業植物遺伝資源条
約の運営に必要な資金拠出を行うととも
に、条約の機能を改善するための議論等
に参画するほか、遺伝資源保有国におけ
る制度調査や遺伝資源の取得・利用に関
する遺伝資源保有国との枠組み構築等を
実施しました。

また、二国間共同研究による海外植物
遺伝資源の特性情報の解明等を推進する
ことにより、海外植物遺伝資源へのアク
セス環境を整備しました。

ウ　異常気象などのリスクを軽減する技術の
確立

（ア）地球温暖化に対応する産地形成に向け
た取組支援

地球温暖化に対応する品種・技術を活
用し、「強み」のある産地形成に向け、
生産者・実需者等が一体となって先進
的・モデル的な実証や事業者のマッチン
グ等に取り組む産地を支援しました。

（イ）農業生産資材費の低減
「農業競争力強化プログラム」及び

「農業競争力強化支援法」に基づき、良
質で低価格な資材の供給拡大に向けて以
下の取組等を推進しました。

a　「農薬取締法」に基づく農薬の安全性
に関する審査を充実させることにより、
農薬の安全性の一層の向上を図りました。

b　肥料について、多銘柄・少量生産によ
る製造コストの増加の一因となっている
都道府県の施肥基準の見直しを推進しま
した。

c　生産性が低い工場の改善が課題となっ
ている肥料や飼料製造事業者の事業再編
や、寡占化している農業機械業界への事
業参入の取組の促進に向け、事業者等に

対して「農業競争力強化支援法」に基づ
く支援措置の活用を促しました。

d　農業資材比較サービス「AGMIRU
（アグミル）」の現場での活用を促しました。

（３）効果的な農作業安全対策の推進
毎年300件以上発生している農作業死

亡事故を減少させるため、以下の取組を実
施しました。

ア　地方公共団体はもとより、農業機械メー
カー、農業機械販売店等からの事故情報の
効果的、体系的な収集の実施

イ　農業機械の安全性検査や事故調査に取り
組んでいる国立研究開発法人農業・食品産
業技術総合研究機構農業技術革新工学研究
センターにおける、労働分野や交通関係の
専門家等と連携した事故分析の実施と分析
結果の発信、一人一人の農業者に伝える観
点による分析情報の発信と注意喚起の充実

ウ　乗用型トラクターの片ブレーキによる事
故を防止する装置を搭載した機種の普及及
び農業機械の安全性を向上させる研究開発
や、農業機械メーカー等の企業における安
全設計を一層促進する取組の推進

エ　農業者やその家族等の安全意識の向上を
図るための事故事例や啓発資材等を活用し
た「声かけ」（注意喚起）や、農林水産省
と警察庁等が連携した道路における乗用型
トラクター乗車時のブレーキ連結の確認、
安全キャビン・フレームの装着、シートベ
ルトの着用、低速車マークや反射材の取付
け、ヘルメット着用等についての農業者へ
の「声かけ」や啓発活動の推進

オ　農業団体における労災保険特別加入団体
の設置の促進等による労災保険特別加入制
度への農業者の加入の促進

カ　民間企業、関係省庁とが連携した熱中症
予防に係る取組の推進

キ　農作業と密接に関わるGAPにおける労
働安全管理の取組の推進

ク　農作業死亡事故の多い高齢農業者や、労
働者の安全確保義務を負う農業法人を対象
にした積極的な普及・啓発活動の展開
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８　気候変動への対応等の環境政策の推進
（１）気候変動に対する緩和・適応策の推進

ア　「農林水産省地球温暖化対策計画」（平成
29年３月策定）に基づき、農林水産分野
における地球温暖化対策技術の開発、マ
ニュアル等を活用した省エネ型の生産管理
の普及・啓発や省エネ設備の導入等による
施設園芸の省エネルギー対策、施肥の適正
化を推進しました。

また、脱炭素化社会に向けた農林水産分
野の取組方向を示した「脱炭素化社会に向
けた農林水産分野の基本的考え方」（平成
31年４月公表）を取りまとめ、その内容
を「パリ協定に基づく成長戦略としての長
期戦略」（令和元年６月策定）に反映しま
した。

さらに、「革新的環境イノベーション戦
略」（令和２年１月策定）において、農林
水産業・吸収源が重点分野に位置付けられ
ました。これに関連して、農林水産分野の
革新的な温暖化対策技術や取組を紹介する
フォーラムを開催しました。

イ　農地からのGHGの排出・吸収量の国連
への報告に必要な農地土壌中の炭素量等の
データを収集する調査を行うとともに、地
球温暖化防止等に効果の高い営農活動に対
して支援しました。

ウ　GHGの更なる排出削減対策や吸収源対
策の推進のため、排出削減・吸収量を認証
しクレジットとして取引できるJ－クレ
ジット制度において、農林水産分野の取組
を推進しました。

エ　バイオマスの変換・利用施設等の整備等
を支援し、農山漁村地域におけるバイオマ
ス等の再生可能エネルギーの利用を推進し
ました。

オ　廃棄物系バイオマスの利活用について
は、平成30（2018）年度から５年間を計
画期間とする「廃棄物処理施設整備計画」

（平成30年６月策定）に基づく施設整備を
推進するとともに、市町村等における生ご
みのメタン化等の活用方策の導入検討を支

援しました。
カ　気候変動の緩和に資するため、国際連携

の下、各国の水田におけるGHG排出削減を
実現する総合的栽培管理技術及び農産廃棄
物を有効活用したGHG排出削減に関する影
響評価手法の開発を推進しました。

キ　「気候変動適応法」（平成30年法律第50
号）に定める「気候変動適応計画」（平成
30年11月策定）及び「農林水産省気候変
動適応計画」（平成30年11月改定）等に
基づき、農林水産分野における気候変動の
影響への適応に関する取組を推進するた
め、以下の取組を実施しました。

（ア）中長期的な視点に立った我が国の農林
水産業に与える気候変動の影響評価や適
応技術の開発を行うとともに、各国の研
究機関等との連携により気候変動適応技
術の開発を推進しました。

（イ）「強み」のある産地形成に向け、生産
者・実需者等が一体となって地球温暖化
に対応する品種・技術を活用する取組を
支援しました。

（ウ）地方公共団体による農林水産分野の地
域気候変動適応計画の策定をサポートす
るため、科学的知見等の情報提供、関東
及び中国四国地域において、地域気候変
動適応実践セミナー（果樹編）を開催し
ました。

ク　COP25（国連気候変動枠組条約第25回
締約国会議）等の地球環境問題に係る国際
会議に参画し、農林水産分野における国際
的な地球環境問題に対する取組を推進しま
した。

ケ　令和元（2019）年５月に京都府で開催
されたIPCC（気候変動に関する政府間パ
ネル）総会に併せ、気候変動に対応する農
業技術国際シンポジウムを滋賀県にて開催
しました。

（２）生物多様性の保全及び利用
ア　有機農業や冬期湛

たん
水
すい

管理等、生物多様性
保全等に効果の高い営農活動に対して支援
しました。
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イ　企業等による生物多様性保全活動への支援
等について取りまとめた農林漁業者及び企業
等向け手引き・パンフレット並びにUNDB-J

（国連生物多様性の10年日本委員会）の
My行動宣言の更なる促進につながる農林
水産関係アクション（エコツーリズム、森
林ボランティア、藻場の再生等）の普及・
啓発資料を活用し、農林水産分野における
生物多様性保全活動を推進しました。

また、令和２（2020）年に決定予定の
新たな世界目標（ポスト2020生物多様性
枠組）に先立って、有識者研究会を設置し
て「農林水産省生物多様性戦略」（平成24
年２月改定）の見直しに関する検討を進
め、令和２（2020）年２月に開催した

『SDGs×生物多様性シンポジウム「未来
を創る食農ビジネス」』において、戦略見
直しに関する研究会からの提言を発表しま
した。

ウ　遺伝子組換え農作物に関する取組とし
て、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制
による生物の多様性の確保に関する法律」

（平成15年法律第97号）に基づき、生物
多様性に及ぼす影響についての科学的な評
価、生態系への影響の監視等を継続すると
ともに、未承認の遺伝子組換え農作物の輸
入防止を図るため、栽培用種苗を対象に、
これまでの輸入時のモニタリング検査に加
えて、特定の生産地及び植物種について、
輸入者に対し輸入に先立つ届出や検査を義
務付ける「生物検査」を実施しました。

エ　農林水産分野における遺伝資源の持続的
利用を推進するため、以下の取組を実施し
ました。

（ア）遺伝資源の持続可能な利用等の推進を
目的とする食料・農業植物遺伝資源条約
の運営に必要な資金拠出を行い、条約の
機能を改善するための議論等に参画しま
した。

（イ）国内の遺伝資源利用者が海外の遺伝資
源を円滑に取得するために必要な情報収
集及び提供や、遺伝資源の取得・利用に

関する遺伝資源保有国との枠組み構築等
を行いました。

（３）農業の自然循環機能の維持増進とコミュ
ニケーション

環境保全型農業を推進するため、以下の
取組を実施しました。

ア　「農業の有する多面的機能の発揮の促進に
関する法律」（平成26年法律第78号）に
基づき、化学肥料・化学合成農薬の使用を
原則５割以上低減する取組と合わせて行う
地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の
高い営農活動に対して支援を実施しました。

イ　環境保全型農業の取組の推進を図るた
め、農業者、消費者、流通関係者等に対
し、環境保全型農業に関する情報発信を行
いました。

ウ　「有機農業の推進に関する法律」（平成
18年法律第112号）に基づき、有機農業
により生産された農産物の安定的な供給体
制を構築する取組への支援等を行い、有機
農業の推進を図りました。

エ　「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用
の促進に関する法律」（平成11年法律第
112号）の趣旨を踏まえ、家畜排せつ物の
適正な管理に加え、その利活用を図るた
め、耕畜連携の強化やニーズに即した堆肥
づくり、地域の実情に応じたエネルギー利
用等の高度利用を推進しました。

	Ⅳ	 農村の振興に関する施策

１　多面的機能支払制度の着実な推進、中山
間地域の農業の振興、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

（１）多面的機能の発揮を促進するための取組
ア　多面的機能支払制度
（ア）農業者等による組織が取り組む、水路

の泥上げや農道の路面維持等の地域資源
の基礎的保全活動、農村の構造変化に対
応した体制の拡充・強化等、多面的機能
を支える共同活動を支援しました。
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（イ）地域住民を含む組織が取り組む、水
路・農道等の軽微な補修、植栽による景
観形成等の農村環境の良好な保全といっ
た地域資源の質的向上を図る共同活動
や、施設の長寿命化のための活動を支援
しました。

イ　中山間地域等直接支払制度
（ア）条件不利地域において、引き続き農業

生産活動の維持を通じて多面的機能を確
保するため、中山間地域等直接支払制度
に基づく直接支払を実施しました。

（イ）高齢化や人口減少の進行を踏まえ、女
性・若者等の集落活動への参画や広域で
の集落協定に基づく複数集落が連携した
活動体制づくり、条件が特に厳しい超急
傾斜地における農業生産活動への支援
等、集落の維持、強化に向けた取組を推
進するなどにより、中山間地域等におけ
る自律的かつ安定的な農業生産活動を促
進しました。

（２）中山間地域の農業の振興
中山間地域の特色を活かした多様な取組

を後押しするため、「中山間地農業ルネッ
サンス事業」等により、多様で豊かな農業
と美しく活力ある農山村の実現や、地域コ
ミュニティによる農地等の地域資源の維
持・継承に向けた取組を総合的に支援しま
した。

（３）「集約とネットワーク化」による集落機
能の維持等
ア　地域のコミュニティ機能の維持
（ア）地域住民が主体となった地域の将来像

の合意形成や地域全体の維持・活性化を
図るための体制構築やICTを活用する
定住条件の強化に向けたモデル事業の策
定・試行を支援しました。

（イ）地域の実情を踏まえつつ、小学校区等
複数の集落が集まる地域において、生活
サービス機能等を集約・確保し、周辺集
落とをネットワークで結ぶ「小さな拠
点」の形成に向けた取組を推進しました。

（ウ）地域活性化や地域コミュニティ再生の

取組の拡大を図るため、集落が多様な主
体と連携し、農山漁村の持つ豊かな自然
や「食」を福祉、教育、観光等に活用す
る地域活動や、農業と福祉の連携による
農福連携の取組等を支援しました。

イ　生活環境の整備
（ア）農村における効率的・効果的な生活環

境の整備
a　地方創生等の取組を支援する観点か

ら、地方公共団体が策定する「地域再生
計画」に基づき、関係府省が連携して道
路や汚水処理施設の整備を効率的・効果
的に推進しました。

b　高齢化や人口減少が進行する農村にお
いて、住みやすい生活環境を整備するた
め、農業・生活関連施設の再編・整備を
推進しました。

c　農山漁村における定住や都市と農山漁
村の二地域居住を促進する観点から、関
係府省が連携しつつ、計画的な生活環境
の整備を推進しました。

（イ）交通
a　交通事故の防止、交通の円滑化を確保

するため、歩道の整備や交差点改良等を
推進しました。

b　生活の利便性向上や地域交流に必要な
道路、都市まで安全かつ快適な移動を確
保するための道路の整備を推進しました。

c　多様な関係者の連携により、地方バス
路線、離島航路・航空路等の生活交通の
確保・維持を図るとともに、バリアフ
リー化や地域鉄道の安全性向上に資する
設備の整備等、快適で安全な公共交通の
構築に向けた取組を支援しました。

d　地域住民の日常生活に不可欠な交通
サービスの維持・活性化、輸送の安定性
の確保等のため、島しょ部等における港
湾整備を推進しました。

（ウ）衛生
a　下水道、農業集落排水施設及び浄化槽

等について、未整備地域の整備ととも
に、より一層の効率的な汚水処理施設整
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備のために、社会情勢の変化を踏まえた
都道府県構想の見直しの取組について、
関係府省が密接に連携して支援しました。

b　下水道、農業集落排水施設において
は、既存施設について、長寿命化や老朽
化対策を適時・適切に進めるための地方
公共団体による機能診断等の取組や更新
整備を支援しました。

c　農村における汚水処理施設整備を効率
的に推進するため、農業集落排水施設と
下水道との連携等による施設の再編や、
農業集落排水施設と浄化槽との一体的な
整備を推進しました。

d　農村地域における適切な資源循環を確
保するため、農業集落排水施設から発生
する汚泥や処理水の循環利用を推進しま
した。

e　下水道を含む汚水処理の広域化・共同
化に係る計画策定から施設整備まで総合
的に支援する下水道広域化推進総合事業
や従来の技術基準にとらわれず地域の実
情に応じた低コスト、早期かつ機動的な
整備が可能な新たな整備手法の導入を図
る「下水道クイックプロジェクト」等に
より、効率的な汚水処理施設の整備を推
進しました。

f　地方部において、より効率的な汚水処
理施設である浄化槽の整備を推進しまし
た。特に、循環型社会・低炭素社会・自
然共生社会の同時実現を図るとともに、
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への
転換を促進するため、環境配慮型の浄化
槽（省エネルギータイプに更なる環境性
能を追加した浄化槽）整備や、公的施設
に設置されている単独処理浄化槽の集中
的な転換を推進しました。

（エ）情報通信
高度情報通信ネットワーク社会の実現

に向けて、河川、道路、下水道において
公共施設管理の高度化を図るため、光
ファイバ及びその収容空間を整備すると
ともに、民間事業者等のネットワーク整

備の更なる円滑化を図るため、施設管理
に支障のない範囲で国の管理する河川・
道路管理用光ファイバやその収容空間の
開放を推進しました。

（オ）住宅・宅地
a　優良田園住宅による良質な住宅・宅地

供給を促進し、質の高い居住環境整備を
推進しました。

b　地方定住促進に資する地域優良賃貸住
宅の供給を促進しました。

c　農山漁村振興交付金等により、農家住
宅を含む魅力ある生活環境の整備に取り
組む地域の構想づくりを支援しました。

（カ）文化
a　「文化財保護法」（昭和25年法律第

214号）に基づき、農村に継承されてき
た民俗文化財に関して、特に重要なもの
を重要有形民俗文化財や重要無形民俗文
化財に指定するとともに、その修理や伝
承事業等に対する補助を行いました。

b　保存及び活用が特に必要とされる有形
の民俗文化財について登録有形民俗文化
財に登録するとともに、保存箱等の修
理・新調に対する補助を行いました。

c　棚田や里山等の文化的景観や歴史的集
落等の伝統的建造物群のうち、特に重要
なものをそれぞれ重要文化的景観、重要
伝統的建造物群保存地区として選定し、
修理・防災等の保存及び活用に対して支
援しました。

（キ）公園
都市計画区域の定めのない町村におい

て、スポーツ、文化、地域交流活動の拠
点となり、生活環境の改善を図る特定地
区公園の整備を推進しました。

ウ　医療・福祉等のサービスの充実
（ア）医療

「第７次医療計画」に基づき、へき地
診療所等による住民への医療提供等農村
を含めたへき地における医療の確保を推
進しました。

（イ）福祉
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介護・福祉サービスについて、地域密
着型サービス拠点等の整備等を推進しま
した。

エ　安全な生活の確保
（ア）山腹崩壊、土石流等の山地災害を防止

するための治山施設の整備や、流木被害
の軽減・防止を図るための流木捕捉式治
山ダムの設置、農地等を飛

ひ
砂
さ

害や風害、
潮害から守るなど重要な役割を果たす海
岸防災林の整備等を通じて地域住民の生
命・財産及び生活環境の保全を図りまし
た。特に、「防災・減災、国土 強

きょう
靱
じん

化の
ための３か年緊急対策」（平成30年12
月策定）に基づき、治山施設の設置等の
対策を速やかに実施しました。

（イ）山地災害による被害を軽減するため、
治山施設の設置等のハード対策と併せ
て、地域における避難体制の整備等の取
組と連携して、山地災害危険地区を地図
情報として住民に提供するなどのソフト
対策を推進しました。

（ウ）高齢者や障害者等の自力避難の困難な
者が入居する要配慮者利用施設に隣接す
る山地災害危険地区等において治山事業
を計画的に実施しました。

（エ）激甚な水害の発生や床上浸水の頻発に
より、国民生活に大きな支障が生じた地
域等において、被害の防止・軽減を目的
として、治水事業を実施しました。

（オ）土砂災害の発生のおそれのある箇所に
おいて、砂防堰

えん
堤
てい

等の土砂災害防止施設
の整備や警戒避難体制の充実・強化等、
ハード・ソフト一体となった総合的な土
砂災害対策を推進しました。

また、近年、死者を出すなど甚大な土
砂災害が発生した地域の再度災害防止対
策を推進しました。

（カ）南海トラフ地震や首都直下地震等によ
る被害の発生及び拡大、経済活動への甚
大な影響の発生等に備え、防災拠点、重
要交通網、避難路等に影響を及ぼすほ
か、孤立集落発生の要因となり得る土砂

災害の発生のおそれのある箇所におい
て、土砂災害防止施設の整備を戦略的に
推進しました。

（キ）社会福祉施設、医療施設等の要配慮者
利用施設が存在する土砂災害の発生のお
それのある箇所において、土砂災害防止
施設を重点的に整備しました。

（ク）土砂災害から人命を保護するため、
「土砂災害警戒区域等における土砂災害
防止対策の推進に関する法律」（平成12
年法律第57号）に基づき、土砂災害警
戒区域等の指定を促進し、土砂災害のお
それのある区域についての危険の周知、
警戒避難体制の整備及び特定開発行為の
制限を実施しました。

（ケ）農地災害等を防止するため、ハード整
備に加え、防災情報を関係者が共有する
システムの整備や減災のための指針づく
り等のソフト対策を推進し、地域住民の
安全な生活の確保を図りました。

（コ）橋
きょう

梁
りょう

の耐震対策、道路斜面や盛土等の
防災対策、災害のおそれのある区間を回
避する道路整備を推進しました。

また、冬期の道路ネットワークを確保
するため、道路の除雪、防雪、凍雪害防
止を推進しました。

オ　経済の活性化を支える基盤の整備
（ア）日常生活の基盤としての市町村道から

国土構造の骨格を形成する高規格幹線道
路に至る道路ネットワークの強化を推進
しました。

（イ）農産物の海上輸送の効率化を図るた
め、船舶の大型化等に対応した複合一貫
輸送ターミナルの整備を推進しました。

（ウ）「道の駅」の整備により、休憩施設と
地域振興施設を一体的に整備し、地域の
情報発信と連携・交流の拠点形成を支援
しました。

（エ）都市と農村地域を連絡するなど、地域
間の交流を促進し、地域の活性化に資す
る道路の整備を推進しました。
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（４）深刻化、広域化する鳥獣被害への対応
ア　「鳥獣による農林水産業等に係る被害の

防止のための特別措置に関する法律」（平
成19年法律第134号）に基づき、市町村
による被害防止計画の作成及び鳥獣被害対
策実施隊の設置・体制強化を推進しました。

イ　鳥獣の急速な個体数増加や分布拡大によ
り、被害が拡大するおそれがあることか
ら、関係省庁が連携・協力し、個体数等の
削減に向けて、「抜本的な鳥獣捕獲強化対
策」（平成25年12月策定）及び「ニホン
ザル被害対策強化の考え方」（平成26年４
月策定）に基づき、捕獲等の対策を推進し
ました。

ウ　野生鳥獣被害の深刻化・広域化に対応す
るため、市町村が作成する被害防止計画に
基づく、鳥獣の捕獲体制の整備、捕獲機材
の導入、侵入防止柵の設置、鳥獣の捕獲・
追払い、緩衝帯の整備を推進しました。

また、捕獲鳥獣を地域資源として利活用
するため、処理加工施設の整備や国産ジビ
エ認証取得に向けた支援等モデル地区の取
組の横展開、ジビエの全国的な需要拡大の
ためのプロモーション等の取組を推進しま
した。

エ　東日本大震災や東電福島第一原発事故に
伴う捕獲活動の低下による鳥獣被害の拡大
を抑制するための侵入防止柵の設置等を推
進しました。

オ　鳥獣の生息環境にも配慮した森林の整
備・保全活動等を推進しました。

カ　地域における技術指導者の育成を図るた
め、普及指導員、市町村職員、農林漁業団
体職員等を対象とする研修を実施しました。

キ　鳥獣を誘引しない営農管理手法等、鳥獣
被害を防止する技術の開発を推進しました。

ク　地域ブロック単位の連絡協議会の積極的
な運営や、鳥獣被害対策のアドバイザーを
登録・紹介する取組を推進しました。

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

（１）地域の農産物等を活かした新たな価値の
創出

ア　農林漁業者等と食品製造・流通業者等の
多様な事業者がネットワークを構築して取
り組む新商品開発、農林水産物の加工・販
売施設の整備等の取組及び市町村の６次産
業化等に関する戦略に沿って行う地域ぐる
みの６次産業化の取組を支援しました。

イ　農林水産業・農山漁村に豊富に存在する
資源を活用した革新的な産業の創出に向
け、農林漁業者等と異業種の事業者との連
携による新技術等の研究開発成果の利用を
促進するための導入実証や試作品の製造・
評価等の取組を支援しました。

ウ　農林漁業者と中小企業者が有機的に連携
して行う新商品・新サービスの開発や販路
開拓等に係る取組を支援しました。

エ　山村の豊かな地域資源の活用を通じた地
元の所得や雇用の増大に向け、農林漁業者
を始めとする地域住民が協力して行う、農
林水産物やその加工品等の地域資源の利用
状況・活用可能量の調査、資源活用のため
の活動組織づくり、技術研修等の人材育
成、地域産品のマーケティング調査、商品
開発、商品パッケージのデザイン検討、販
路開拓等の取組を支援しました。

（２）バイオマスを基軸とする新たな産業の振興
バイオマスの活用の推進に関する施策に

ついての基本的な方針、国が達成すべき目
標等を定めた「バイオマス活用推進基本計
画」（平成28年９月策定）に基づき、素材、
熱、電気、燃料等への変換技術を活用し、
より経済的な価値の高い製品等を生み出す
高度利用等の取組を推進しました。

また、関係府省の連携の下、地域のバイ
オマスを活用した産業化を推進し、地域循
環型の再生可能エネルギーの強化と環境に
優しく災害に強いまち・むらづくりを目指
すバイオマス産業都市の構築に向けた取組
を支援しました。
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バイオマスの効率的な利用システムの構
築を進めることとし、以下の取組を実施し
ました。

ア　農林漁業に由来するバイオマスのバイオ
燃料向け利用の促進を図り、国産バイオ燃
料の生産拡大に資するため、「農林漁業有
機物資源のバイオ燃料の原材料としての利
用の促進に関する法律」（平成20年法律第
45号）に基づく事業計画の認定を行い支
援しました。

イ　下水道を核とした資源・エネルギーの循
環のため、バイオマスである下水汚泥等の
利活用を図り、下水汚泥等のエネルギー利
用、リン回収・利用等を推進しました。

（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

農山漁村に豊富に存在する土地、水、バ
イオマス等の資源を再生可能エネルギーと
して活用し、農山漁村の活性化を図るた
め、以下の取組を実施しました。

ア　「農林漁業の健全な発展と調和のとれた
再生可能エネルギー電気の発電の促進に関
する法律」（平成25年法律第81号）を積
極的に活用し、農林地等の利用調整を適切
に行いつつ、再生可能エネルギーの導入と
併せて、地域農業の健全な発展に資する取
組や農山漁村における再生可能エネルギー
の地産地消の取組を促進しました。

また、同法が施行後５年となることか
ら、同法に基づき、令和元（2019）年７
月に基本方針の見直しを行いました。

イ　農山漁村における再生可能エネルギーの
導入等に向けた事業計画策定、営農型太陽
光発電による高収益農業の実証、小水力等
発電施設の整備に係る調査設計及び施設整
備等の取組を支援しました。

（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
「農村地域への産業の導入の促進等に関

する法律」（昭和46年法律第112号）に基
づき、同法による基本計画及び実施計画の
策定や税制等の支援施策の積極的な活用に

向け、各地方農政局に設置した支援施策活
用窓口において、都道府県、市町村及び事
業者に対する支援を行いました。

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

（１）観光、教育、福祉等と連携した都市農村
交流

ア　農泊の推進による農山漁村の所得向上を
実現するため、農泊をビジネスとして実施
するための現場実施体制の構築や、地域資
源を魅力ある観光コンテンツとして磨き上
げる取組への支援を行うとともに、日本政
府観光局（JNTO）等と連携して、農泊地
域の国内外へのプロモーションを行いまし
た。

イ　観光を通じた地域振興を図るため、地域
の関係者が連携し、地域の幅広い資源を活
用し地域の魅力を高めることにより、国内
外の観光客が２泊３日以上の滞在交流型観
光を行うことができる「観光圏」の整備を
促進しました。

ウ　農山漁村が有する教育的効果に着目し、
農山漁村を教育の場として活用するため、
関係府省が連携し、子供の農山漁村宿泊体
験等を推進するとともに、農山漁村を都市
部の住民との交流の場等として活用する取
組を支援しました。

エ　農福連携による障害者等の雇用・就労促
進のため、農業用ハウスや加工・販売施設
等の整備、障害者が農業技術を習得するた
めの研修、障害者の農業分野での定着を支
援する専門人材育成、農業・福祉関係者等
を対象としたセミナーの開催等を支援しま
した。

また、農福連携を強力に推進するため、
平成31（2019）年４月に内閣官房長官を
議長とする省庁横断の農福連携等推進会議
を設置し、同年６月に、今後の推進の方向
性を「農福連携等推進ビジョン」として取
りまとめました。

オ　地域の伝統的農林水産業の価値及び認知

410

令和元年度　食料・農業・農村施策



第
2
部

度向上につながる世界農業遺産及び日本農
業遺産の維持・保全及び新規認定に向けた
取組を推進しました。

また、歴史的・技術的・社会的価値を有
する世界かんがい施設遺産の認知度向上及
び新規認定に向けた取組を推進しました。

カ　「「子どもの水辺」再発見プロジェクト」
の推進、水辺整備等により、河川における
交流活動の活性化を支援しました。

キ　「歴史的砂防施設の保存活用ガイドライ
ン」（平成15年５月策定）に基づき、景観
整備・散策路整備等の周辺整備等を推進し
ました。

また、歴史的砂防施設及びその周辺環境
一帯を地域の観光資源の核に位置付けるな
ど、新たな交流の場の形成を推進しまし
た。

ク　「エコツーリズム推進法」（平成19年法
律第105号）に基づき、エコツーリズム
推進全体構想の認定・周知、技術的助言、
情報の収集、普及・啓発、広報活動等を総
合的に実施しました。

ケ　自然観光資源を活用したエコツーリズム
を推進するため、エコツーリズム推進全体
構想の作成、魅力あるプログラムの開発、
ガイド等の人材育成等、地域における活動
の支援を行いました。

コ　良好な農村景観の再生・保全を図るた
め、コンクリート水路沿いの植栽等、土地
改良施設の改修等を推進しました。

サ　棚田・疏
そ

水
すい

等将来に残すべき農村景観・
資源を保全・復元・継承するための取組を
推進しました。

シ　棚田の保全と棚田地域の振興を図るた
め、地域の創意工夫を活かした取組の実施
に向け、「棚田地域振興法」（令和元年法律
第42号）に基づき、関係府省で連携して
総合的に支援しました。

ス　河川においては、湿地の保全・再生や礫
れき

河
原の再生等、自然再生事業を推進しました。

セ　魚類等の生息環境改善等のため、河川等
に接続する水路との段差解消により水域の

連続性の確保、生物の生息・生育環境を整
備・改善する魚のすみやすい川づくりを推
進しました。

（２）多様な人材の都市から農村への移住・定住
ア　農山漁村地域への定住及び都市・農村の

交流の促進を図るため、農山漁村に定住す
る契機となるための取組、農山漁村の空き
家・廃校等の地域資源を活用した取組や、
拠点施設等の整備等を関係省庁が連携して
支援しました。

イ　「地域再生法」（平成17年法律第24号）
を改正し、農地付き空き家等の情報提供・
取得の円滑化を図りました。

ウ　農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を福
祉、教育、観光等に活用する地域活動の推
進に必要な外部専門家や都市人材を長期に
受け入れ、地域活性化と暮らしの安心につ
なげていく取組について、総務省の「地域お
こし協力隊」と一体的に運用を行いました。

エ　二地域居住等に関する国や地方公共団体
の支援策や取組について情報発信を行いま
した。

（３）多様な役割を果たす都市農業の振興
新鮮な農産物の供給、農作業体験の場や

防災空間の確保等、都市農業が有する多様
な機能の発揮のため、都市住民の理解の促
進を図りつつ、都市農業の振興に向けた取
組を推進しました。

また、都市農地の貸借の円滑化のための
制度について関係団体等と連携して周知を
行い、制度の適切かつ円滑な運用に努めま
した。

	Ⅴ	 東日本大震災からの復旧・復興に関す
る施策

「「復興・創生期間」における東日本大震災
からの復興の基本方針」（平成31年３月改定）
に沿った復興に向けた支援として、「農業・
農村の復興マスタープラン」（平成29年６月
改定）や「避難指示解除準備区域等における
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公共インフラ復旧の工程表」に沿って、農地
の大区画化等の取組を推進するとともに、被
害が甚大な農地や避難指示区域内の農地の復
旧と早期の営農再開に向けた支援を行いまし
た。

また、「東日本大震災復興特別区域法」（平
成23年法律第122号）に沿って、関係府省
が連携し、津波被災地域等の円滑かつ迅速な
復興を図りました。
（１）地震・津波災害からの復旧・復興
ア　農地等の生産基盤の復旧・整備
（ア）農地・農業用施設災害復旧等

被災した農地や農業用施設等の着実な
復旧を進めました。

（イ）農業水利施設等の震災対策
地震により損壊のおそれがある農業水

利施設の改修・整備等を実施しました。
（ウ）災害廃棄物処理への対応

福島県（避難区域を除く）において
は、個々の市町村の状況に応じて、災害
廃棄物等の処理を進めることが必要であ
り、災害廃棄物処理代行事業により、市
町への支援を継続しました。避難区域に
ついては、「対策地域内廃棄物処理計画」

（平成25年12月改定）に基づき、国が
災害廃棄物等の処理を着実に進めました。

イ　経営の継続・再建
（ア）農業経営の復旧・復興等のための金融

支援
東日本大震災により被災した農業者等

に対して、速やかな復旧・復興のために
必要となる資金が円滑に融通されるよう
利子助成金等を交付しました。

（イ）浸水農地における農業共済の引受け
海水が流入した浸水農地にあっても、

除塩により収穫が可能と見込まれる農地に
ついては、現地調査を行い、水稲等の生
育状況を踏まえて共済引受を行いました。

ウ　東日本大震災農業生産対策交付金による
生産手段の回復

震災の影響により低下した被災地の生産
力の回復、農畜産物の販売力の回復等に向

けた取組を支援するため、都道府県向け交
付金を交付しました。

エ　再生可能エネルギーの導入
被災地域に存在する再生可能エネルギー

を活用し小水力等発電施設の整備に係る調
査設計等の取組を支援しました。

オ　農山漁村対策
被災産地の復興・創生のため、状況変化

等に起因して新たに現場が直面している課
題を対象に先端技術の現地実証を行うとと
もに、実用化された技術体系の速やかな社
会実装を促進しました。

カ　東日本大震災復興交付金
（ア）被災地域農業復興総合支援

被災市町村が農業用施設・機械を整備
し、被災農業者に貸与等することによ
り、被災農業者の農業経営の再開を支援
しました。

（イ）震災対策・戦略作物生産基盤整備
震災によって著しい被害を受けた地域

において、畦
けい

畔
はん

除去等による区画拡大や
暗
あん

渠
きょ

排水等の農地の整備、老朽施設の更
新等の農業水利施設の整備をきめ細かく
支援しました。

（ウ）農林水産関係試験研究機関緊急整備
被災県の基幹産業たる農林水産業を復

興するための農林水産研究施設等整備を
支援しました。

（エ）農山漁村地域復興基盤総合整備
被災地域における農地・農業用施設や

集落道等の整備を支援しました。
（オ）農山漁村活性化プロジェクト支援（復

興対策）
被災地域の復旧・復興のため、生産施

設、地域間交流拠点施設等の整備を支援
しました。

（２）原子力災害からの復旧・復興
ア　食品中の放射性物質の検査体制及び食品
の出荷制限

（ア）食品中の放射性物質の基準値を踏ま
え、検査結果に基づき、都道府県に対し
て食品の出荷制限・摂取制限の設定・解
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除を行いました。
（イ）都道府県等に食品中の放射性物質の検

査を要請しました。
また、都道府県の検査計画策定の支

援、都道府県等からの依頼に応じた民間
検査機関での検査の実施、検査機器の貸
与・導入等を行いました。

さらに、都道府県等が行った検査の結
果を集約し、公表しました。

（ウ）消費者の安全・安心を一層確保するた
め、独立行政法人国民生活センターと共
同して、希望する地方公共団体に放射性
物質検査機器を貸与し、消費サイドで食
品の放射性物質を検査する体制の整備を
支援しました。

イ　稲の作付制限等
令和元（2019）年産稲の作付制限区域

及び農地保全・試験栽培区域における稲の
試験栽培、作付再開準備区域における実証
栽培等の取組に対して支援を行いました。
ウ　放射性物質の吸収抑制対策

放射性物質の農作物への吸収抑制を目的
とした資材の施用、品種・品目転換等の取
組を支援しました。
エ　農業系副産物循環利用体制の再生・確立

放射性物質の影響から、利用可能である
にもかかわらず循環利用が寸断されている
農業系副産物の循環利用体制の再生・確立
を支援しました。
オ　避難区域等の営農再開支援
（ア）避難区域等において、除染終了後から

営農が再開されるまでの間の農地等の保
全管理、鳥獣被害防止緊急対策、放れ畜
対策、営農再開に向けた作付・飼養実
証、避難先からすぐに帰還できない農家
の農地の管理耕作、収穫後の汚染防止対
策、水稲の作付再開、新たな農業への転
換及び農業用機械・施設、家畜等の導入
を支援しました。

（イ）福島相双復興官民合同チームの営農再
開グループが、約１,500人の農業者を
個別に訪問して、要望調査や支援策の説

明を行いました。
カ　農産物等輸出回復

諸外国・地域において日本産食品に対す
る輸入規制が行われていることから、関係
省庁が協力し、各種資料・データを提供し
つつ輸入規制の撤廃・緩和に向けた働き掛
けを実施しました。

キ　福島県産農産物等の風評の払拭
福島県の農業の再生に向けて、生産から

流通・販売に至るまで、風評の払拭を総合
的に支援しました。

ク　農産物等消費拡大推進
被災地及び周辺地域で生産された農林水

産物及びそれらを活用した食品の消費の拡
大を促すため、生産者や被災地の復興を応
援する取組を情報発信するとともに、被災
地産食品の販売促進等、官民の連携による
取組を推進しました。

ケ　農地土壌等の放射性物質の分布状況等の
推移に関する調査

今後の営農に向けた取組を進めるため、
農地土壌等の放射性核種の濃度を測定し、
農地土壌の放射性物質濃度の推移を把握し
ました。

コ　放射性物質対策技術の開発
東電福島第一原発事故の影響を受けた被

災地の復興のため、放射性セシウム吸収抑
制対策としてのカリウム施肥の適正化、除
染作業に伴い低下した農地の生産力の回
復、農地の省力的維持管理のための技術開
発等を行いました。

サ　ため池等の放射性物質のモニタリング調
査、ため池等の放射性物質対策

ため池等における水質・底質の放射性物
質の経年変化等を把握するため、放射性物
質のモニタリング調査等を行いました。

また、市町村等がため池の放射性物質対
策を効果的・効率的に実施できるよう技術
的助言等を行いました。

シ　東電福島第一原発事故で被害を受けた農
林漁業者への賠償等

東電福島第一原発事故により農林漁業者
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等が受けた被害については、東京電力ホー
ルディングス株式会社から適切かつ速やか
な賠償が行われるよう、関係省庁、東京電
力ホールディングス株式会社等との連絡を
密にし、必要な情報提供や働き掛けを実施
しました。
ス　食品と放射能に関するリスクコミュニ
ケーション

食品中の放射性物質に関する消費者の理
解を深めるため、関係府省、各地方公共団
体及び消費者団体等が連携した意見交換会
等のリスクコミュニケーションの取組を促
進しました。
セ　福島再生加速化交付金
（ア）農山村地域復興基盤総合整備事業

農地・農業用施設の整備や農業水利施
設の保全管理、ため池の放射性物質対策
等を支援しました。

（イ）農山漁村活性化プロジェクト支援（福
島復興対策）事業

生産施設、地域間交流拠点施設等の整
備を支援しました。

（ウ）農業基盤整備促進事業
地域の実情に応じ、農地の畦

けい
畔
はん

除去に
よる区画拡大や暗

あん
渠
きょ

排水整備等の簡易な
基盤整備を支援しました。

（エ）被災地域農業復興総合支援事業
被災市町村が農業用施設・機械を整備

し、被災農業者に貸与等することによ
り、被災農業者の農業経営の再開を支援
しました。

（オ）農林水産関係試験研究機関緊急整備事業
基幹産業たる農林水産業を復興するた

めの農林水産研究施設等整備に対する支
援措置を講じました。

（カ）木質バイオマス施設等緊急整備事業
木質バイオマスや小水力等再生可能エ

ネルギー供給施設、木造公共建築物等の
整備を支援しました。

	Ⅵ	 団体の再編整備等に関する施策

ア　農業協同組合系統組織
平成28（2016）年４月に改正された

「農業協同組合法」に基づき、農業者の所
得向上に向けた自己改革を進めていくため
の取組を促進しました。

イ　農業委員会
平成28（2016）年４月に改正された

「農業委員会等に関する法律」に基づき、
地域における徹底した話合いにより農地利
用の最適化（担い手への農地利用の集積・
集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規
参入の促進）を推進しました。

ウ　農業共済団体
農業共済団体による、農業保険（収入保

険及び農業共済）への加入促進の取組、組
織の効率化及びガバナンスの強化を推進し
ました。

エ　土地改良区
土地改良区の組織運営基盤の強化を図る

ため、広域的な合併や土地改良区連合の設
立に対する支援等を行いました。

また、平成31（2019）年４月に改正さ
れた「土地改良法」（昭和24年法律第195
号）に基づき、土地改良区の業務運営の適
正化を図る取組を推進しました。

	Ⅶ	 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

１　幅広い関係者の参画と関係府省の連携
による施策の推進

食料自給率の向上に向けた取組を始め、政
府一体となって実効性のある施策を推進しま
した。
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２　施策の進捗管理と評価
（１）施策の進捗管理

施策の着実な推進を図るため、その実施
に当たっては、手順、時期、手法及び目的
を明らかにするとともに、随時、対象者の
対応状況を把握することにより、進捗管理
を行いました。

（２）政策評価の適切な活用
政策評価については、「食料・農業・農

村基本計画」（平成27年３月策定）等を踏
まえた目標の設定を行い、設定した目標の
達成度に関して実績の測定を行いました。

また、政策評価第三者委員会を公開し、
議事録等を農林水産省Webサイトに掲載
するなど情報の公開を進めました。

３　財政措置の効率的かつ重点的な運用
厳しい財政事情の下で予算を最大限有効に

活用する観点から、既存の予算を見直した上
で「農林水産業・地域の活力創造プラン」に
基づき、新たな農業・農村政策を着実に実行
するための予算に重点化を行い、財政措置を
効率的に運用しました。

４　国民視点や地域の実態に即した施策の
決定

（１）国民の声の把握
ア　透明性を高める観点から、国民のニーズ

に即した情報公開、農林水産省Webサイ
ト等による情報の受発信を推進しました。

イ　幅広い国民の参画を得て施策を推進する
ため、国民との意見交換等を実施しました。

ウ　農林水産省本省の意図・考え方等を地方
機関に的確に浸透させるとともに、地方機
関が把握している現場の状況を適時に本省
に吸い上げ施策立案等に反映させるため、
地方農政局長等会議を開催しました。

（２）科学的・客観的な分析
ア　施策の科学的・客観的な分析

施策の立案から決定に至るまでの検討過
程において、EBPM（証拠に基づく政策立
案）の視点を踏まえ、できる限り客観的な

データに基づいて施策を科学的・客観的に
分析し、その必要性や有効性を明らかにし
ました。

イ　政策展開を支える統計調査の実施と利用
の推進

農政の推進に不可欠な情報インフラを整
備し、的確に統計データを提供しました。

（ア）農家等の経営状況や作物の生産に関す
る実態を的確に把握するため、農業経営統
計調査、作物統計調査等を実施しました。

（イ）統計調査の基礎となる農地の区画情報
（筆ポリゴン）を活用し各種農林水産統
計調査を効率的に実施するとともに、筆
ポリゴンをオープンデータとして幅広く
提供しました。

（ウ）６次産業化に向けた取組状況を的確に
把握するため、農業経営体等を対象とし
た調査を実施しました。

（エ）地域施策の検討等に資するため、「市
町村別農業産出額（推計）」を公表しま
した。

（オ）「2020年農林業センサス」を実施す
るとともに、必要な広報活動等を実施し
ました。

５　効果的かつ効率的な施策の推進体制
（１）施策の具体的内容等が生産現場等に速や

かに浸透するよう、デジタル媒体等様々な
広報媒体を用いて、関係者に対する周知・
徹底を促進しました。

（２）専門調査員の導入による調査の外部化を
推進し、質の高い信頼性のある統計データ
の提供体制を確保しました。

また、市場化テスト（包括的民間委託）
を導入した統計調査を実施しました。

（３）農林漁業者等の利便性の向上、申請デー
タの利活用の推進のため、「農林水産省デジ
タル・ガバメント中長期計画」（平成30年
６月策定）に基づき、行政手続等をオンラ
インで申請できる農林水産省共通申請サー
ビス（eMAFF）の構築を開始し、一部手
続について実証等を実施しました。
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	Ⅷ	 災害対策

令和元（2019）年は、山形県沖を震源とす
る地震、６月下旬の大雨、８月の前線に伴う大
雨、令和元年房総半島台風（台風第15号）、令
和元年東日本台風（台風第19号）等により、
農作物、農業用ハウス、農林水産関係施設等に
大きな被害が発生しました。

１　災害復旧事業の早期実施
農地・農業用施設、共同利用施設、林地荒

廃、治山施設、林道施設、漁港等の被害に対
して、災害復旧事業等により早期復旧を図り
ました。

２　激甚災害指定
被害が特に大きかった以下の災害等につい

ては、激甚災害に指定し、災害復旧事業費に
対する地方公共団体等の負担の軽減を図りま
した。

（１）「令和元年６月６日から７月24日までの
間の豪雨及び暴風雨による災害（梅雨前線
豪雨等、台風第３号、台風第５号）」

（２）「令和元年８月13日から９月24日までの
間の暴風雨及び豪雨災害（前線豪雨、台風
第10号、第13号、第15号、第17号）」

（３）「令和元年10月11日から同月26日まで
の間の暴風雨及び豪雨による災害（台風第
19号、台風第20号、台風第21号）」

３　被災農林漁業者等の資金需要への対応
被災農林漁業者等に対する資金の円滑な融

通及び既貸付金の償還猶予等が図られるよ
う、関係機関に対して依頼通知を発出しまし
た。

また、６月下旬の大雨、８月の前線に伴う
大雨、令和元年房総半島台風、令和元年東日
本台風等により被災した農業者等が借り入れ
る災害関連資金について、貸付当初５年間実
質無利子化する措置等を講じました。

４　共済金の迅速かつ確実な支払
迅速かつ適切な損害評価の実施及び共済金

の早期支払体制の確立等が図られるよう、農
業共済団体を指導しました。

５　特別対策の実施
（１）山形県沖を震源とする地震による被災農
林漁業者への支援

山形県沖を震源とする地震により、漁港
施設の損壊等、山形県や新潟県の農林水産
関係に多大な被害が発生したことから、農
林水産省では令和元（2019）年６月19日
に「緊急自然災害対策本部幹事会」を設置
し、被災した農林漁業者の一日も早い経営
再開に向けて必要な対策の検討を行い、同
年７月９日に「山形県沖を震源とする地震
による農林水産関係被害への支援対策」を
決定・公表しました。

具体的には、①災害復旧事業等の促進、
②漁港施設等の早期復旧等の支援等、③共
済金の早期支払等、④災害関連資金の措置、
⑤農地・農業用施設の早期復旧等の支援、
⑥山林の早期復旧等の支援を行いました。

（２）８月の前線に伴う大雨による被災農林漁
業者への支援

８月の前線に伴う大雨により、九州北部
を中心に、農作物の浸水被害、油の流出被
害等、農林水産関係に多大な被害が発生し
たことから、農林水産省では、令和元

（2019）年８月30日に「緊急自然災害対
策本部幹事会」を設置し、被災した農林漁
業者の一日も早い経営再開に向けて必要な
対策の検討を行い、同年９月10日に「令
和元年８月の前線に伴う大雨による農林水
産関係被害への支援対策」を決定・公表し
ました。

具体的には、①災害復旧事業等の促進、
②油流出への対応、③共済金の早期支払
等、④災害関連資金の特例措置、⑤農業用
ハウス等の導入の支援、⑥営農再開に向け
た支援、⑦被災農業者の就労機会の確保、
被災農業法人等の雇用の維持のための支
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援、⑧農地・農業用施設の早期復旧等の支
援、⑨林野関係被害に対する支援、⑩水産
関係被害に対する支援等を行いました。

また、補正予算において、災害復旧に必
要な予算を措置しました。

（３）令和元年房総半島台風による被災農林漁
業者への支援

令和元年房総半島台風により、千葉県を
中心に、農業用ハウスの損壊、停電に伴う
二次被害等、農林水産関係に多大な被害が
発生したことから、農林水産省では、令和
元（2019）年９月17日に「緊急自然災害
対策本部」を設置し、被災した農林漁業者
の一日も早い経営再開に向けて必要な対策
の検討を行い、同年10月１日に「令和元
年８月から９月の前線に伴う大雨（台風第
10号、第13号及び第15号の暴風雨を含
む。）、台風第17号による農林水産関係被
害への支援対策」を決定・公表しました。

具体的には、①災害復旧事業等の促進、
②農業用ハウス、共同利用施設等の導入の
支援、③共済金の早期支払等、④災害関連
資金の特例措置、⑤営農再開に向けた支
援、⑥農地・農業用施設の早期復旧等の支
援、⑦林野関係被害に対する支援、⑧水産
関係被害に対する支援、⑨停電への対応、
⑩地方財政措置による支援等を行いました。

また、予備費、補正予算において、災害
復旧に必要な予算を措置しました。

（４）令和元年東日本台風等による被災農林漁
業者への支援

令和元年東日本台風等により、関東、東
北、北信越を中心に、果樹・米の浸水被
害、農業用機械の損壊等、農林水産関係に
多大な被害が発生したことから、農林水産
省では、令和元（2019）年10月13日に

「緊急自然災害対策本部」を設置し、被災
した農林漁業者の一日も早い経営再開に向
けて必要な対策の検討を行い、同年10月
25日に「令和元年８月から９月の前線に
伴う大雨（台風第10号、第13号、第15
号及び第17号の暴風雨を含む。）、台風第

19号による農林水産関係被害への支援対
策」を決定・公表しました。

同年11月７日には、「被災者の生活と生
業の再建に向けた対策パッケージ」が政府
の非常災害対策本部で決定されたことに伴
い、支援対策を改訂し、ハード面からソフ
ト面までのきめ細かい支援メニューを追加
しました。

具体的には、①災害復旧事業等の促進、
②農業用ハウス、共同利用施設等の導入の
支援、③共済金の早期支払等、④災害関連
資金の特例措置、⑤営農再開に向けた支
援、⑥被災農業者の就労機会の確保、被災
農業法人等の雇用の維持のための支援、⑦
農地・農業用施設の早期復旧等の支援、⑧
林野関係被害に対する支援、⑨水産関係被
害に対する支援、⑩停電への対応、⑪地方
財政措置による支援等を行いました。

また、予備費、補正予算において、災害
復旧に必要な予算を措置しました。

６　その他の施策
（１）地方農政局等を通じ、台風等の暴風雨、

高温、大雪等による農作物等の被害防止に
向けた農業者等への適切な技術指導が行わ
れるよう通知を発出しました。

（２）新型コロナウイルス感染症に対する水際
対策として、チャーター便の帰国者やク
ルーズ船の下船者の滞在施設に職員を派遣
し、食事の提供等を実施しました。

（３）農業者に新型コロナウイルス感染者が発
生した際の対応や事業継続を図る際の基本
的なポイントをまとめたガイドラインを取
りまとめ、公表しました。

（４）新型コロナウイルス感染症の影響により、
外国人技能実習生の受入れに関する影響が
懸念されることから、農業関連の外国人材
の受入れに関する通知を発出しました。
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ii



	 	 概説

１　施策の重点
令和２（2020）年３月に閣議決定された

新たな「食料・農業・農村基本計画」を指針
として、食料自給率・食料自給力の維持向上
に向けた施策、食料の安定供給の確保に関す
る施策、農業の持続的な発展に関する施策、
農村の振興に関する施策及び食料・農業・農
村に横断的に関係する施策等を総合的かつ計
画的に展開します。

また、令和元（2019）年12月に、これま
での農政全般にわたる改革に加えて、新たに
生産基盤の強化を目的とする政策パッケージ
として「農業生産基盤強化プログラム」を取
りまとめ、これを「農林水産業・地域の活力
創造プラン」（令和元年12月改訂）に新たに
位置付けたことを踏まえ、強い農業・農村を
構築し、農業者の所得向上を実現するための
施策を展開します。

さらに、TPP11、日EU・EPAに続く日
米貿易協定により、我が国が新たな国際環境
に入ったことを踏まえ、令和元（2019）年
12月に改訂された「総合的なTPP等関連政
策大綱」に基づき、強い農林水産業の構築、
経営安定・安定供給の備えに資する施策等を
推進します。また、東日本大震災及び東京電
力福島第一原子力発電所（以下「東電福島第
一原発」という。）事故からの復旧・復興に
関係省庁が連携しながら取り組みます。

２　財政措置
（１）令和２（2020）年度農林水産関係予算額

は、２兆3,109億円（このほか、臨時・特
別の措置1,008億円）を計上しています。
本予算は、「農林水産業・地域の活力創造プ
ラン」等に基づき、「強い農林水産業」と

「美しく活力ある農山漁村」を実現していく
ための施策として措置しています。具体的
には、①農林水産物・食品の政府一体と
なった輸出力強化と高付加価値化、②「ス

マート農業」の実現と強い農業のための基
盤づくり、③担い手への農地集積・集約化
等による構造改革の推進、④水田フル活用
と経営所得安定対策の着実な実施、⑤食の
安全・消費者の信頼確保、⑥農山漁村の活
性化、⑦林業の成長産業化と「林業イノ
ベーション」の推進、⑧水産改革の実行に
よる適切な資源管理と水産業の成長産業化、
⑨災害からの復旧・復興と防災・減災、国
土 強

きょう
靱
じん

化に取り組みます。
（２）令和２（2020）年度の農林水産関連の財

政投融資計画額は、5,268億円を計上して
います。このうち主要なものは、株式会社
日本政策金融公庫による借入れ5,200億円
となっています。

３　立法措置
第201回国会に以下の法律案を提出した

ところです。
・「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律

案」（令和元年度中に成立）
・「家畜改良増殖法の一部を改正する法律案」
・「家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関

する法律案」
・「種苗法の一部を改正する法律案」

４　税制上の措置
施策の総合的な推進を図るため、以下を始

めとする税制措置を講じます。
（１）「人・農地プラン」の中心経営体として位

置付けられた認定新規就農者に利用させる
ため、農業協同組合等が取得した一定の償
却資産に係る課税標準の特例措置を創設し
ます（固定資産税）。

（２）「農業競争力強化支援法」（平成29年法律
第35号）に基づく事業再編計画の認定を受
けた場合の事業再編促進機械等の割増償却
等の対象業種に農業資材の卸売・小売事業
を追加します（所得税・法人税、登録免許
税）。

（３）農業経営基盤強化準備金制度を１年延長
します（所得税・法人税）。
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（４）農林漁業用A重油に対する石油石炭税
（地球温暖化対策のための課税の特例による
上乗せ分を含む。）の免税・還付措置を３年
延長します（石油石炭税）。

（５）農地中間管理機構への貸付けによる農地
の利用の効率化及び高度化の促進を図るた
めの農地の保有に係る課税の軽減措置を２
年延長します（固定資産税・都市計画税）。

５　金融措置
政策と一体となった長期・低利資金等の融

通による担い手の育成・確保等の観点から、
農業経営の特性に応じた資金調達の円滑化を
図るための支援措置である農業制度金融の充
実を図ります。
（１）株式会社日本政策金融公庫の融資

ア　農業の成長産業化に向けて、民間金融機
関と連携を強化し、農業者等への円滑な資
金供給に取り組みます。

イ　農業経営基盤強化資金（スーパーL資金）
については、実質化された「人・農地プラ
ン」の中心経営体として位置付けられたな
どの認定農業者を対象に貸付当初５年間実
質無利子化する措置を講じます。

（２）民間金融機関の融資
ア　民間金融機関の更なる農業融資拡大に向

けて株式会社日本政策金融公庫との業務連
携・協調融資等の取組を強化します。

イ　認定農業者が借り入れる農業近代化資金
については、貸付利率をスーパーL資金の
水準と同一にする金利負担軽減措置を実施
します。

ウ　農業経営改善促進資金（スーパーS資金）
を低利で融通できるよう、都道府県農業信
用基金協会が民間金融機関に貸付原資を低
利預託するために借り入れた借入金に対し
利子補給金を交付します。

（３）農業法人への出資
意欲のある農業法人の財務基盤の強化や

経営展開を支援するため、「農業法人に対
する投資の円滑化に関する特別措置法」（平
成14年法律第52号）に基づき、農業法人

に対する投資育成事業を行う株式会社又は
投資事業有限責任組合の出資原資を株式会
社日本政策金融公庫から出資します。

（４）農業信用保証保険
農業者等の信用力を補完し、円滑な資金

供給が行われるようにするため、農業信用
保証保険制度に基づき、都道府県農業信用
基金協会による債務保証及び当該保証に対
し独立行政法人農林漁業信用基金が行う保
証保険により補完等を行います。

（５）被災農業者等支援対策
ア　甚大な自然災害により被害を受けた農業

者等が借り入れる災害関連資金について、
貸付当初５年間実質無利子化する措置を講
じます。

イ　甚大な自然災害により被害を受けた農業
者等の経営の再建に必要となる農業近代化
資金の借入れについて、都道府県農業信用
基金協会の債務保証に係る保証料を保証当
初５年間免除するために必要な補助金を交
付します。

	Ⅰ	 食料自給率・食料自給力の維持向上に
向けた施策

１　食料自給率・食料自給力の維持向上に
向けた取組

食料自給率・食料自給力の維持向上に向け
て、以下の取組を重点的に推進します。

（１）食料消費
ア　消費者と食と農とのつながりの深化

食育や国産農産物の消費拡大、地産地
消、和食文化の保護・継承、食品ロスの削
減を始めとする環境問題への対応等の施策
を個々の国民が日常生活で取り組みやすい
よう配慮しながら推進します。また、農
泊、農業体験等の取組を通じ、国民が農
業・農村を知り、触れる機会を拡大しま
す。

イ　食品産業との連携
食をめぐる市場において食の外部化・簡
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便化の進展に合わせ、中食・外食における
国産農産物の需要拡大を図ります。

平成25（2013）年にユネスコ無形文化
遺産に登録された和食文化については、そ
の健康有用性も特徴の一つとされているこ
とから、和食の健康有用性に関する科学的
エビデンスの蓄積等を進めるとともに、そ
の国内外への情報発信を強化します。

（２）農業生産
ア　国内外の需要の変化に対応した生産・供
給

（ア）優良品種の開発等による高付加価値化
や生産コストの削減を進めるほか、更な
る輸出拡大を図るため、諸外国の規制や
ニーズにも対応できるグローバル産地づ
くりを進めます。

（イ）地域の生産者が新たなニーズを把握
し、消費者が農業・農村に対する理解を
深めるため、国や地方公共団体、農業団
体等の後押しを通じて、生産者と消費者
や事業者との交流、連携、協働等の機会
を創出します。

イ　国内農業の生産基盤の強化
（ア）農業者の経営課題に対し適切にアドバ

イスする相談体制を整備するとともに、
農業の内外からの青年層の新規就農を促
進します。

（イ）優良農地を確保するとともに、農業水
利施設の適切な保全管理等による農業用
水の持続的な活用を推進します。

また、「農地中間管理事業の推進に関
する法律等の一部を改正する法律」（令
和元年法律第12号）により、地域の徹
底した話合いによる「人・農地プラン」
の実質化等を進め、農地中間管理機構の
取組を更に加速化させます。

さらに、相続未登記農地等についても
農地中間管理機構を活用して集積・集約
化に向けた取組を進めます。

（ウ）生産コストの低減を図るための省力栽
培技術・新品種の導入等や、データを活
用した施設園芸への転換等を推進すると

ともに、食品産業事業者との連携等を通
じて、需要構造等の変化に対応した生
産・供給体制の構築等を推進します。

２　主要品目ごとの生産努力目標の実現に
向けた施策

（１）米
ア　需要に応じた米の生産・販売の推進
（ア）需要に応じた生産・販売を推進するた

め、水田活用の直接支払交付金による支
援、中食・外食等のニーズに応じた生産
と事前契約、複数年契約等による安定取
引の一層の推進、県産別、品種別等のき
め細かな需給・価格情報、販売進捗情
報、在庫情報の提供、都道府県別、地域
別の作付動向（中間的な取組状況）の公
表等の環境整備を推進します。

（イ）国が策定する需給見通し等を踏まえつ
つ生産者や集荷業者・団体が主体的に需
要に応じた生産・販売を行うため、行
政、生産者団体、現場が一体となって取
り組みます。

（ウ）米の生産については、農地の集積・集
約化による分散錯圃

ほ
の解消や作付の連坦

たん

化・団地化、多収品種の導入やスマート
農業技術等による省力栽培技術の普及、
資材費の低減等による生産コストの低減
等を推進します。

イ　コメ・コメ加工品の輸出拡大
平成29（2017）年９月に立ち上げた

「コメ海外市場拡大戦略プロジェクト」を
通じ、戦略的輸出事業者と輸出基地（産
地）のマッチングの推進、輸出を拡大する
国・地域における戦略的プロモーション、
輸出事業者による海外の需要開拓を支援す
るとともに、海外市場の求める品質や数量
等に対応できる産地の育成等を推進しま
す。

（２）麦
ア　日本麺用、パン・中華麺用等の需要に応

じた麦品種の生産拡大を推進します。
イ　経営所得安定対策による支援を行うとと

3



もに、収量性や加工適性に優れた新品種、
単収・品質向上技術等の導入の支援によ
り、小麦、大麦、はだか麦の作付拡大を推
進します。

ウ　麦の生産拡大に対応するため、乾燥調製
施設等の再編整備や高性能農業機械の導入
等を推進します。

（３）大豆
ア　経営所得安定対策や強い農業・担い手づ

くり総合支援交付金等の補助事業による支
援を行うとともに、生産性向上に資する耕
うん同時畝

うね
立て播

は
種
しゅ

栽培等の導入や適正な
輪作体系の構築等に取り組みます。

イ　実需者ニーズに対応した新品種や栽培技
術の導入により、実需者の求める大豆の安
定生産を支援し、国産大豆の需要拡大を推
進します。

ウ　「播
は

種
しゅ

前入札取引」の適切な運用等によ
り、国産大豆の安定取引を推進します。

（４）そば
ア　需要に応じた生産拡大を図るとともに、

国産そばの需要拡大に向けて、実需者への
安定的な供給を図るため、排水対策等の基
本技術の徹底、湿害軽減技術の普及等を推
進します。

イ　高品質なそばの安定供給に向けた生産体
制の強化に必要となる乾燥調製施設の整備
等を支援します。

ウ　国産そばを取り扱う製粉業者と農業者の
連携を推進します。

（５）かんしょ・ばれいしょ
ア　かんしょについては、生産コストの低減

や品質の向上を図るため、共同利用施設の
整備や省力化のための機械化一貫体系の確
立等への取組を支援します。特に、でん粉
原料用かんしょについては、生産性の向上
を図るため、多収新品種への転換や生分解
性マルチの導入等の取組を支援します。

また、「サツマイモ基
もと

腐
ぐされ

病
びょう

」について
は、土壌消毒、健全な苗の調達等を支援す
るとともに、研究事業で得られた成果を踏
まえつつ、防除技術の確立に向けた取組を

推進します。
さらに、キュアリング（高温多湿条件下

に４日程度置くことにより、収穫時の塊茎
の傷がコルク層で覆われ貯蔵性が向上する
作用）施設の整備や輸出用かんしょ加工品
の開発を支援することにより輸出の拡大を
目指します。

イ　ばれいしょについては、生産コストの低
減、品質の向上、労働力の軽減やジャガイ
モシストセンチュウの発生・まん延の防止
を図るための共同利用施設の整備等を推進
します。

また、収穫作業の省力化のためのハーベ
スター上の選別作業の倉庫前集中選別への
移行やコントラクター等の育成による作業
の外部化への取組を支援します。

さらに、ジャガイモシストセンチュウ抵
抗性を有する新品種への転換を促進しま
す。

ウ　種子用ばれいしょ生産については、罹病
率の低減や小粒化への取組を支援するとと
もに、原原種生産・配布において、計画生
産の強化や配布品種数の削減により効率的
な生産を目指すとともに原原種の品質向上
を図ります。

エ　国内産いもでん粉の加工食品用途等への
販路拡大や収益性の向上を図るため、いも
でん粉の高品質化に向けた品質管理の高度
化等を支援します。

オ　糖価調整制度に基づく交付金により、国
内産いもでん粉の安定供給を推進します。

（６）なたね
ア　良質ななたねの安定供給を図るため、播

は

種
しゅ

前契約の実施による国産なたねを取り扱
う搾油事業者と農業者の連携を推進しま
す。

イ　なたねの生産拡大に伴い必要となる乾燥
調製施設の整備等の支援を推進します。

ウ　なたねのダブルロー品種（食用に適さな
い脂肪酸であるエルシン酸と家畜等に甲状
腺障害をもたらすグルコシノレートの含有
量がともに低い品種）の普及を推進します。
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（７）野菜
ア　既存ハウスのリノベーションや、環境制

御・作業管理等の技術習得に必要なデータ
収集・分析機器の導入等、データを活用し
て生産性・収益向上につなげる体制づくり
等を支援するとともに、より高度な生産が
可能となる低コスト耐候性ハウスや高度環
境制御栽培施設等の導入を支援します。

イ　水田地帯における園芸作物の導入に向け
た合意形成や試験栽培、園芸作物の本格生
産に向けた機械・施設のリース導入等を支
援します。

ウ　複数の産地と協業して、加工・業務用等
の新市場が求めるロット・品質での供給を
担う拠点事業者による貯蔵・加工等の拠点
インフラの整備や生育予測等を活用した安
定生産の取組等を支援します。

エ　地域農業者の減少や労働力不足等の生産
構造の急速な変化に対応するため、農業者
と協業しつつ、①生産安定・効率化機能、
②供給調整機能、③実需者ニーズ対応機能
の３つの全ての機能を具備又は強化するモ
デル性の高い生産事業体の育成を支援しま
す。

（８）果樹
ア　優良品目・品種への新植・改植及びそれ

に伴う未収益期間における幼木の管理経費
を支援します。

イ　労働生産性の向上を図るため、平坦
たん

で作
業性の良い水田等への新植や省力樹形の導
入に対する支援を強化するとともに、まと
まった面積で省力樹形及び機械作業体系を
導入し、労働生産性を抜本的に高めたモデ
ル産地の育成を支援します。

ウ　省力樹形の導入等に必要となる優良苗木
や、国産花粉の安定供給に向けて、育苗ほ
場の設置や花粉樹の植栽等を支援します。

（９）甘味資源作物
ア　てんさいについては、労働力不足に対応

するため、省力化や作業の共同化、労働力
の外部化や直

ちょく
播
はん

栽培体系の確立・普及等を
推進します。

イ　さとうきびについては、自然災害からの
回復に向けた取組を支援するとともに、地
域ごとの「さとうきび増産計画」に定め
た、地力の増進や新品種の導入、機械化一
貫体系の確立等特に重要な取組を推進しま
す。

また、分みつ糖工場における「働き方改
革」への対応に向けて、工場診断や人員配
置の改善の検討、施設整備等労働効率を高
める取組を支援します。

ウ　糖価調整制度に基づく交付金により、国
内産糖の安定供給を推進します。

（10）茶
産地の生産性向上と収益力の強化を図る

ため、改植等による優良品種等への転換や
茶園の若返り、有機栽培への転換、玉露や
てん茶（抹茶の原料）栽培に適した棚施設
を利用した栽培法への転換やてん茶生産の
ための直接被覆栽培への転換、担い手への
集積等に伴う茶園整理（茶樹の抜根）、荒
茶加工施設の整備を推進します。

また、海外ニーズに応じた茶の生産・加
工技術や低コスト生産・加工技術の導入、
新たな抹茶加工技術の実証や、緑茶生産に
おいて使用される主要な農薬について輸出
相手国・地域に対し我が国と同等の基準を
新たに設定申請する取組を支援します。

（11）畜産物
肉用牛については、高品質な牛肉を安定

的に供給できる生産体制を構築するため、
肉用繁殖雌牛の増頭、受精卵の増産・利用
等を推進します。酪農については、都府県
における牛舎の空きスペースも活用した地
域全体での増頭・増産に加え、性判別技術
の活用による乳用後継牛の確保、高品質な
生乳の生産による多様な消費者ニーズに対
応した牛乳乳製品の供給等を推進します。

また、労働力負担軽減・省力化に資する
ロボット、AI、IoT等の先端技術の普及・
定着、外部支援組織等の役割分担・連携強
化等を図ります。

さらに、中小・家族経営の経営資源の継
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承、子牛や国産畜産物の生産・流通の円滑
化に向けた家畜市場や食肉処理施設及び生
乳の処理・貯蔵施設の再編等の取組を推進
します。

（12）飼料作物等
輸入飼料に過度に依存した畜産から国産

飼料生産基盤に立脚した畜産に転換するた
め、不安定な気象に対応したリスク分散の
取組等による生産性の高い草地への改良、
国産濃厚飼料（子実用とうもろこし等）の
増産、ICT等を活用した飼料生産組織の
作業の効率化、放牧を活用した肉用牛・酪
農基盤強化、飼料用米等の利活用の取組等
を推進します。

	Ⅱ	 食料の安定供給の確保に関する施策

１　新たな価値の創出による需要の開拓
（１）新たな市場創出に向けた取組

ア　地場産農林水産物等を活用した介護食品
の開発を支援します。

また、パンフレットや映像等の教育ツー
ルを用いてスマイルケア食の普及を図りま
す。

さらに、スマートミール（病気の予防や
健康寿命を延ばすことを目的とした、栄養
バランスのとれた食事）の普及等を支援し
ます。

イ　地域の農林水産物・食品において、機能
性の科学的エビデンスを得るためのヒト試
験、栽培・加工技術等の研究開発を推進し
ます。

また、腸内マイクロバイオームを始めと
する健康情報や食習慣等に関するデータの
集積等、健康に資する食生活のビッグデー
タ収集・活用のための基盤整備を推進しま
す。

（２）需要に応じた新たなバリューチェーンの
創出

都道府県及び市町村段階に、行政、農林
漁業、商工、金融機関等の関係機関で構成

される６次産業化・地産地消推進協議会を
設置し、６次産業化等戦略を策定する取組
を支援します。

また、６次産業化等に取り組む農林漁業
者等に対するサポート体制を整備するとと
もに、業務用需要に対応したBtoB（事業
者向けビジネス）の取組の推進、農泊と連
携した観光消費の促進等に資する新商品開
発・販路開拓の取組や加工・販売施設等の
整備を支援します。

（３）食品産業の競争力の強化
ア　食品流通の合理化等
（ア）「食品等の流通の合理化及び取引の適

正化に関する法律」（平成３年法律第59
号）に基づき、食品等流通合理化計画の
認定を行うことにより、新たな流通技術
を活用してデータの共有・活用や省人
化・省力化を図るなど、食品等の流通の
合理化を図る取組を支援します。

特に、トラックドライバーを始めとす
る食品流通に係る人手不足等の問題に対
応するため、「農業生産基盤強化プログ
ラム」に基づき、サプライチェーン全体
での合理化を推進します。

また、令和２（2020）年６月に改正さ
れる「卸売市場法」（昭和46年法律第35
号）に基づき、中央卸売市場の認定を行
うとともに、施設整備に対する助成や卸
売市場に対する指導監督を行います。

さらに、食品等の取引の適正化のた
め、取引状況に関する調査を行い、その
結果に応じて関係事業者に対する指導・
助言を実施します。

（イ）商品先物市場の健全な運営を確保する
ため、「商品先物取引法」（昭和25年法
律第239号）に基づき、商品先物市場
の監視及び監督を行うとともに、顧客の
保護及び取引の適正化を図るため、同法
を迅速かつ適正に執行します。

イ　労働力不足への対応
食品産業における労働力不足に対応する

ため、ロボット・AI・IoT技術の活用実
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証や、食品事業者の生産性向上に対する意
識改革を目的とした研修会の開催等によ
り、食品産業におけるイノベーションを創
出し、食品製造業から中食・外食産業に至
る食品産業全体の生産性向上を支援しま
す。

また、食品製造業の就業者の安全を確保
するため、労働安全に係る研修等を推進し
ます。

さらに、食品産業の現場で特定技能制度
による外国人材を円滑に受け入れるため、
試験の実施や外国人が働きやすい環境の整
備に取り組みます。
ウ　規格・認証の活用

産品の品質や特色、事業者の技術や取組
について、説明・証明、信頼の獲得を容易
にし、取引の円滑化に資するよう、訴求力
の高いJASの制定・活用等を進めるととも
に、JASの国内外への普及、JASと調和の
とれた国際規格の制定等を推進します。

また、輸出促進に資するよう、 GFSI（世
界食品安全イニシアティブ）の承認を受け
たJFS（日本発の食品安全管理規格）の国
内外での普及を推進します。

（４）食品ロス等をはじめとする環境問題への
対応
ア　食品ロスの削減

「食品循環資源の再生利用等の促進に関
する法律」（平成12年法律第116号）に基
づく基本方針において設定した事業系食品
ロスを2000年度比で2030年度までに半
減させる目標の達成に向けて、令和２

（2020）年３月に閣議決定した「食品ロス
の削減の推進に関する法律」（令和元年法
律第19号）に基づく基本方針に則して、
事業者、消費者、地方公共団体等と連携し
た取組を進めます。

また、個別企業等では解決が困難な商慣
習の見直しに向けたフードチェーン全体の
取組、新技術を活用した需要予測や未利用
食品と購入希望者とのマッチングを図る

「フードシェアリング」等の効果的な取組、

食品産業から発生する未利用食品をフード
バンクが適切に管理・提供するためのマッ
チングシステムを実証・構築する取組等を
推進します。

さらに、食品ロス削減月間（10月）等
の機会を捉えて、食品ロス削減に取り組む
食品関連事業者等の積極的な公表を行いま
す。

加えて、食品流通の川下における食品循
環資源の再生利用等を促進するため、下水
汚泥との混合利用の取組を支援するととも
に、メタン発酵消化液等の肥料利用に関す
る調査・実証等の取組を通じて、メタン発
酵消化液等の地域での有効利用を行うため
の取組を支援します。

イ　食品産業分野におけるプラスチックごみ
問題への対応
「容器包装に係る分別収集及び再商品化

の促進等に関する法律」（平成７年法律第
112号）に基づく、義務履行の促進、容器
包装廃棄物の排出抑制のための取組とし
て、食品関連事業者への点検指導、食品小
売事業者からの定期報告の提出の促進を実
施します。

また、プラスチック製買物袋の有料化義
務化の円滑な導入等を進めます。

さらに、使用済みペットボトルの100％
有効利用に向けた回収体制の構築を推進す
るなど、農林水産・食品産業で利活用され
るプラスチック資源の循環を促進します。

ウ　気候変動リスクへの対応
（ア）関係省庁及び関係団体と協力し、企業

がTCFD提言（気候変動の影響に関す
る情報開示のフレームワークを取りまと
めた最終報告書）に沿った情報開示を実
施することを推進します。

（イ）食品産業の持続可能な発展に寄与する
地球温暖化防止・省エネルギー等の優れ
た取組を表彰するとともに、低炭素社会
実行計画の進捗状況の点検等を実施しま
す。
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２　グローバルマーケットの戦略的な開拓
（１）農林水産物・食品の輸出促進
ア　輸出阻害要因の解消等による輸出環境の
整備

（ア）農産物等輸出促進
a　「農林水産物及び食品の輸出の促進に

関する法律」（令和元年法律第57号）に
基づき、令和２（2020）年４月に輸出
促進を担う司令塔組織として農林水産
物・食品輸出本部を農林水産省に創設
し、輸出促進に関する政府の新たな戦略

（基本方針）を定め、実行計画（工程表）
の作成・進捗管理を行うとともに、関係
府省間の調整を行うことにより、政府一
体となった輸出の促進を図ります。同本
部の下で、輸出阻害要因に対応して輸出
拡大を図る体制を強化し、放射性物質や
動植物検疫に関する輸入規制の撤廃・緩
和を始めとした食品安全等の規制等に対
する輸出先国との協議の加速化、国際基
準や輸出先国の基準の策定プロセスへの
戦略的な対応、輸出向けの施設整備と施
設認定の迅速化、輸出手続の迅速化、意
欲ある輸出事業者の支援、輸出証明書の
申請・発行の一元化、輸出相談窓口の利
便性向上、輸出先国の衛生基準や残留基
準への対応強化等、貿易交渉による関税
撤廃・削減を速やかに輸出拡大につなげ
るための環境整備を進めます。

b　東電福島第一原発事故を受けて、諸外
国・地域において日本産食品に対する輸
入規制が行われていることから、関係省
庁が協力し、各種資料・データを提供し
つつ輸入規制の撤廃・緩和に向けた働き
掛けを実施します。

c　日本産食品等の安全性や魅力に関する
情報を諸外国・地域に発信するほか、海
外におけるプロモーション活動の実施に
より、日本産食品等の輸出回復に取り組
みます。

d　我が国の実情に沿った国際基準の速や
かな策定及び策定された国際基準の輸出

先国での適切な実施を促進するため、国
際機関の活動支援やアジア・太平洋地域
の専門家の人材育成等を行います。

e　輸出先となる事業者等から求められる
HACCP（危害要因分析・重要管理点）、
GAP（農業生産工程管理）等の認証取
得を促進します。

また、国際的な取引にも通用する、
HACCPをベースとした食品安全管理に
関する規格・認証の仕組みを充実し、そ
の国際標準化に向けた取組を支援しま
す。

さらに、JFS及びASIAGAPの国内外
への普及に向けた取組を推進します。

f　輸出先国・地域における農薬の残留基
準に対応するための防除マニュアルにつ
いて、普及指導員等を通じて生産現場へ
の普及を進めるとともに、防除マニュア
ル活用の優良事例を広く公表することに
より、輸出に向けた取組の円滑化を図り
ます。

また、ニーズに応じた専門家を産地に
派遣し、輸出先国・地域の残留基準や植
物防疫条件を満たす栽培方法、選果等の
技術的指導を行うなど、輸出に取り組も
うとする産地を支援します。

g　相手国のニーズや規制等に対応したグ
ローバル産地の形成を進めるため、輸出
事業計画　（GFPグローバル産地計画）
の策定、生産・加工体制の構築、事業効
果の検証・改善等の取組を支援します。

h　輸出先のニーズに対応したHACCP
等の基準を満たすため、食品製造事業者
等の施設の改修及び新設、機器の整備に
対して支援します。

i　加工食品については、食品製造業にお
ける輸出拡大に必要な施設・設備の整
備、我が国の農林水産物を活用した海外
のニーズに応える新商品の開発等によ
り、輸出拡大を図ります。

（イ）輸出検疫
a　輸出植物解禁協議を迅速化するため、
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園地管理等の産地が取り組みやすい検疫
措置の調査・実証を進めるとともに、国
際基準の策定に向けて、害虫の殺虫効果
に関するデータを蓄積して検疫処理技術
を確立する取組を推進します。

また、畜産物の輸出先国が求める家畜
衛生上の要件に対応するため、EBL（牛
白血病）等の家畜の伝染性疾病対策を支
援するとともに、野生動物を対象とした
CSF（豚熱）等の伝染性疾病の検査を行
います。

b　輸出先国の検疫条件に則した防除体
系、栽培方法、選果等の技術を確立する
ことや訪日外国人旅行者による携帯品

（お土産）の持ち帰りを普及するための
サポート体制を整備するとともに、卸売
市場や集荷地等での輸出検査を行うこと
により、産地等の輸出への取組を支援し
ます。

イ　海外への商流構築、プロモーションの促
進

（ア）農林水産物・食品の輸出拡大に向けて
官民一体となって「農林水産業の輸出力
強化戦略」（平成28年５月策定。以下

「輸出力強化戦略」という。）の着実な実
行のため、以下の取組を行います。

a　農林水産物・食品輸出プロジェクト
（GFP）のコミュニティサイトを通じ、
農林水産省が輸出の可能性を診断する輸
出診断や、輸出に向けた情報の提供、登
録者同士の交流イベントの開催等を行い
ます。

また、相手国のニーズや規制等に対応
したグローバル産地の形成を進めるた
め、輸出事業計画の策定、生産・加工体
制の構築、事業効果の検証・改善等の取
組を支援します。

b　水産物、米・米加工品、林産物、花
き、青果物、畜産物、茶及び加工食品

（菓子）の品目別輸出団体が、オール
ジャパンで取り組む日本産品の情報発信
や販路開拓の取組を支援します。

c　日本食品海外プロモーションセンター
（JFOODO）による新たな海外市場の
開拓・拡大のための戦略的プロモーショ
ン等を実施します。

また、独立行政法人日本貿易振興機構
（JETRO）への予算措置を通じて、輸出
相談窓口のワンストップ対応、専門家に
よる支援、セミナーの開催、国内外での
商談、見本市への出展、様々な国内支援
機関が参画する新輸出大国コンソーシア
ムによる支援等、輸出に取り組む事業者
を継続的にかつ一貫して支援します。

（イ）海外の市場拡大を目指して日本食・食
文化の魅力を適切かつ効果的に発信する
取組を推進します。

a　日本食・食文化の海外普及を通じて、
日本産農林水産物・食品の輸出拡大につ
なげるため、外国人料理人等に対する日
本料理講習会や日本料理コンテストを開
催するなど、日本食・食文化の普及活動
を担う人材の育成を推進します。

また、日本食・食文化の発信拠点であ
る日本産食材サポーター店については、
日本産食材の取扱いの増加を図る取組を
推進するなど、輸出拠点としての活用を
強化します。

b　日本人の日本食料理人等が海外展開す
るために必要な研修の実施や、日本食レ
ストランが海外進出するための取組を支
援します。

c　増大する訪日外国人旅行者を国産農林
水産物・食品の需要拡大や農山漁村の活
性化につなげていくため、農泊と連携し
ながら、地域の「食」や農林水産業、景
観等の観光資源を活用して訪日外国人旅
行 者 を も て な す 取 組 を「SAVOR　
JAPAN」として認定し、一体的に海外
に発信します。

d　増大する訪日外国人旅行者の主な観光
目的である「食」と滞在中の多様な経験
を組み合わせ、「食」の多様な価値を創
出するとともに、帰国後もレストランや
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越境ECサイトでの購入等を通じて我が
国の食を再体験できるような機会を提供
することで、輸出拡大につなげていくた
め、「食かけるプロジェクト」の取組を
推進します。

ウ　食産業の海外展開の促進
（ア）海外展開による事業基盤の強化

a　我が国の食文化・食産業の海外展開を
促進するため、海外展開における阻害要
因の解決を図るとともに、グローバル人
材の確保、我が国の規格・認証の普及・
浸透に向け、食関連企業及びASEAN各
国の大学と連携し、食品加工・流通、分
析等に関する教育を行う取組等を推進し
ます。

b　輸出力強化戦略に沿った取組を円滑に
進めるために、JETROにおいて、商品
トレンドや消費者動向等を踏まえた現場
目線の情報提供やその活用ノウハウを通
じたサポートを行うとともに、輸出先国
バイヤーの発掘・関心喚起等輸出環境整
備に引き続き取り組みます。

（イ）生産者等の所得向上につながる海外需
要の獲得

我が国の技術やノウハウを活用したグ
ローバル・フードバリューチェーンの構
築等を通じた食産業（食品産業や農業
等）の海外展開等、生産者等の所得向上
につながる海外需要の獲得のための取組
を、食料安全保障の確立や我が国農業の
持続的発展の観点から推進します。この
ため、令和元（2019）年12月に策定さ
れた「グローバル・フードバリュー
チェーン構築推進プラン」に基づき、各
国・地域の発展段階と主要課題を踏まえ
た企業支援の取組の重点化、企業コン
ソーシアムづくりの支援、地方企業の進
出促進、輸出と投資の一体的促進、ス
マート農業技術の海外展開の推進等に取
り組みます。

（ウ）食品産業における国際標準への戦略的
対応

我が国の食品産業事業者の国際的な取
引における競争力を確保し、消費者に対
してより安全な食品を供給するため、
JFSの充実とその国際的普及に向けた取
組を官民が連携して推進します。あわせ
て、事業者におけるHACCP等食品安
全に関する知識を有する人材や国際的な
基準の策定等の過程に参画できる人材の
育成と、我が国におけるこのような取組
の海外への積極的な発信等を推進しま
す。

（２）知的財産等の保護・活用
ア　品質等の特性が産地と結び付いている我

が国の伝統的な農林水産物・食品等を登
録・保護する地理的表示 （GI）保護制度
の円滑な運用を図るとともに、登録申請に
係る支援や制度の周知と理解の促進に取り
組みます。

また、GIの活用を促すため、全国のGI
産地・GI産品を流通関係者や消費者等に
紹介する展示会等を開催し、制度の普及・
活用を推進します。

さらに、制度の適切な運用を図るため、
登録生産者団体等に対する定期検査を行い
ます。

イ　各地域・産品の実情に応じた知的財産の
保護・活用を図るため、農林水産省と特許
庁が協力しながら、巡回特許庁において、
出願者に有益な情報や各制度の普及・啓発
を行うとともに、独立行政法人工業所有権
情報・研修館が各都道府県に設置する知財
総合支援窓口において、特許、商標、営業
秘密のほか、地方農政局等と連携してGI
及び植物品種の育成者権等の相談に対応し
ます。

ウ　我が国種苗の海外への流出を防止するた
め、登録品種の海外への持ち出しの制限、
登録品種の自家増殖を行う場合における育
成者権者の許諾制の導入を内容とする「種
苗法の一部を改正する法律案」を第201
回国会に提出したところです。

また、海外における品種登録（育成者権
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取得）や侵害対策に対して支援するととも
に、品種保護に必要となる検査手法・
DNA品種識別法の開発等の技術課題の解
決や、東アジアにおける品種保護制度の整
備を促進するための協力活動等を推進しま
す。

エ　家畜遺伝資源の適正な流通・利用を確保
し、知的財産としての価値を保護するた
め、「家畜改良増殖法の一部を改正する法
律案」及び「家畜遺伝資源に係る不正競争
の防止に関する法律案」を第201回国会
に提出したところです。

オ　我が国のGI産品の海外での保護を図る
ため、国際協定による諸外国とのGIの相
互保護を推進するとともに、相互保護を受
けた海外での執行の確保を図ります。

また、海外における我が国のGIの使用
状況調査の実施、生産者団体によるGIに
対する侵害対策等の支援により、海外にお
ける知的財産侵害対策の強化を図ります。

カ　知的財産に関する意識を高め、施策を一
体的に推進するため、新たな農林水産省知
的財産戦略を策定します。

３　消費者と食・農とのつながりの深化
（１）食育や地産地消の推進と国産農産物の消
費拡大
ア　国民運動としての食育の推進
（ア）「第３次食育推進基本計画」（平成28

年３月策定）等に基づき、関係府省庁が
連携しつつ、様々な分野において国民運
動として食育を推進します。

（イ）朝ごはんを食べること等、子供の基本
的な生活習慣を育成するための「早寝早
起き朝ごはん」国民運動を推進します。

イ　地域における食育の推進
郷土料理等地域の食文化の継承や農林漁

業体験機会の提供、和食給食の普及、共食
機会の提供、地域で食育を推進するリー
ダーの育成等、地域で取り組む食育活動を
支援します。

ウ　学校における食育の推進
家庭や地域との連携を図るとともに、学

校給食を活用しつつ、学校における食育の
推進を図ります。

エ　国産農産物の消費拡大の促進
（ア）食品関連事業者と生産者団体、国が一

体となって、食品関連事業者等における
国産農産物の利用促進の取組等を後押し
するなど、国産農産物の消費拡大に向け
た取組を実施します。

（イ）消費者と生産者の結び付きを強化し、
我が国の「食」と「農林漁業」について
のすばらしい価値を国内外にアピールす
る取組を支援します。

（ウ）地域の生産者等と協働し、日本産食材
の利用拡大や日本食文化の海外への普及
等に貢献した料理人を顕彰する制度であ
る「料理マスターズ」を実施します。

（エ）生産者と実需者のマッチング支援を通
じて、中食・外食向けの米の安定取引の
推進を図ります。

また、米飯学校給食の推進・定着やご
はん食推進の普及・啓発に加え、米の消
費拡大に資する飲食店情報の提供や、消
費拡大に取り組む企業・団体の応援等、
業界による主体的取組を応援する運動

「やっぱりごはんでしょ！」の充実を図
り、米消費が多く見込まれる消費者層や
訪日外国人旅行者を含む新たな需要の取
り込みを進めます。

（オ）生産者等と中食・外食・加工業者等の
マッチング及び新商品開発・プロモー
ションの支援を通じて、砂糖の需要拡大
の推進を図ります。

また、砂糖に関する正しい知識の普
及・啓発に加え、砂糖の需要拡大に資す
るスイーツ店情報の提供や、需要拡大に
取り組む企業・団体の応援等、業界によ
る主体的取組を応援する運動「ありが糖
運動」の充実を図ります。

（カ）地産地消の中核的施設である農産物直
売所の運営体制強化のための検討会の開
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催及び観光需要向けの商品開発や農林水
産物の加工・販売のための機械・施設等
の整備を支援するとともに、学校給食等
の食材として地場産農産物を安定的に生
産・供給する体制の構築に向けた取組や
メニュー開発等の取組を支援します。

（２）和食文化の保護・継承
和食文化を国民全体で保護・継承するた

め、地域固有の多様な食文化を地域で保
護・継承していくための体制を各都道府県
に構築し、各地域が選定した郷土料理の調
査・データベース化及び普及等を行いま
す。

また、子供及びその保護者に対して和食
文化の普及活動を行う中核的な人材を育成
するとともに、子供たちを対象とした和食
文化普及のための取組を通じて和食文化の
次世代への継承を図ります。

さらに、味覚が形成される子供のうちに
身近・手軽に健康的な「和ごはん」を食べ
る機会を増やしてもらうため、官民協働の

「Let’s！和ごはんプロジェクト」の取組を
推進します。

（３）消費者と生産者の関係強化
家庭での調理機会の減少等、食と農の距

離が拡大する一方で、消費者が農業者と直
接結び付き農産物取引の事前契約を行う地
域支援型農業（CSA）も行われているこ
とから、ECサイトやSNSの活用等により、
産地と消費者とが結び付く取組を推進しま
す。

４　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

（１）科学の進展等を踏まえた食品の安全確保
の取組の強化

食品の安全を確保するため、科学的知見
に基づき、国際的な枠組みによるリスク評
価、リスク管理及びリスクコミュニケー
ションを実施します。

ア　食品安全に関するリスク管理を一貫した
考え方で行うための標準手順書に基づき、

農畜水産物や加工食品、飼料中の有害化学
物質・有害微生物の調査や安全性向上対策
の策定に向けた試験研究を実施します。

イ　試験研究や調査結果の科学的解析に基づ
き、施策・措置に関する企画や立案を行
い、生産者・食品事業者に普及するととも
に、その効果を検証し、必要に応じて見直
します。

ウ　情報の受け手を意識して、食品安全に関
する施策の情報を発信します。

エ　食品中に残留する農薬等に関するポジ
ティブリスト制度導入時に残留基準を設定
した農薬等や新たに登録等の申請があった
農薬等について、食品健康影響評価結果を
踏まえた残留基準の設定、見直しを推進し
ます。

オ　食品の安全性等に関する国際基準の策定
作業への積極的な参画や、国内における情
報提供や意見交換を実施します。

カ　食品関係事業者の自主的な企業行動規範
等の策定を促すなど食品関係事業者のコン
プライアンス（法令の遵守及び倫理の保持
等）確立のための各種取組を促進します。

キ　食品の摂取による人の健康への重大な被
害が拡大することを防止するため、関係府
省庁の消費者安全情報総括官等による情報
の集約及び共有を図るとともに、食品安全
に関する緊急事態等における対応体制を点
検・強化します。

ク　2020年東京オリンピック競技大会・東
京パラリンピック競技大会（以下「東京
2020大会」という。）における食品への
意図的な毒物等の混入を防止するため、東
京2020大会において飲食提供を行う事業
者に対して、食品防御対策について助言を
行います。

ア　生産段階における取組
生産資材（肥料、飼料・飼料添加物、農

薬、動物用医薬品）の適正使用を推進する
とともに、科学的データに基づく生産資材
の使用基準、有害物質等の基準値の設定・
見直し、薬剤耐性菌のモニタリングに基づ

12

令和2年度　食料・農業・農村施策



くリスク低減措置等を行い、安全な農畜水
産物の安定供給を確保します。

（ア）肥料については、「肥料取締法の一部
を改正する法律」（令和元年法律第62号）
の施行に向けて、堆肥と化学肥料の配合
を可能とする配合規制の見直し等の新た
な制度の周知と具体的な運用ルールの確
定を進めます。

（イ）農薬については、平成30（2018）年
に改正された「農薬取締法」（昭和23年
法律第82号）に基づき、農薬の使用者
や蜜蜂への影響について新たな評価を導
入するなど、農薬の安全性に関する審査
の充実を図ります。

また、蜜蜂の被害件数及び都道府県に
よる被害軽減対策等を把握するととも
に、国内外の知見を収集し、これらに基
づき必要な措置を検討します。

（ウ）飼料・飼料添加物については、輸入飼
料の調達先の多様化への対応として、家
畜の健康影響や畜産物を摂取した人の健
康影響のリスクが高い有害化学物質等の
汚染実態データ等を優先的に収集し、有
害化学物質等の基準値の設定・見直し等
を行い、飼料の安全を確保します。

（エ）動物用医薬品については、動物用抗菌
剤の農場単位での使用実態を把握できる
仕組みの開発を検討するとともに、動物
用抗菌剤の予防的な投与を限定的にする
よう、獣医師に指導を行います。

また、薬剤耐性菌の全ゲノム解析結果
を活用し、伝播

ぱ
経路の解明に取り組みま

す。
イ　製造段階における取組
（ア）HACCPに沿った衛生管理が制度化さ

れることを踏まえ、中小規模の食品等事
業者が円滑に対応できるよう、HACCP
の知識を普及する研修、手引書を用いた
取組のモデル的な実証、施設整備に対し
て「食品の製造過程の管理の高度化に関
する臨時措置法」（平成10年法律第59
号）による金融措置等の支援を実施しま

す。
（イ）食品等事業者に対する監視指導や事業

者による自主的な衛生管理を推進しま
す。

（ウ）食品衛生監視員の資質向上や検査施設
の充実等を推進します。

（エ）長い食経験を考慮し使用が認められて
いる既存添加物については、毒性試験等
を実施し、安全性の検討を推進します。

（オ）国際的に安全性が確認され、かつ、汎
用されている食品添加物については、国
が主体的に指定に向けて検討します。

（カ）保健機能食品（特定保健用食品、栄養
機能食品及び機能性表示食品）を始めと
した健康食品について、事業者の安全性
の確保の取組を推進するとともに、保健
機能食品制度の普及・啓発に取り組みま
す。

（キ）SRM（特定危険部位）の除去・焼却、
BSE（牛海綿状脳症）検査の実施等によ
り、食肉の安全を確保します。

ウ　輸入に関する取組
輸出国政府との二国間協議や在外公館を

通じた現地調査等の実施、情報等を入手す
るための関係府省の連携の推進、監視体制
の強化等により、輸入食品の安全性の確保
を図ります。

（２）食品表示情報の充実や適切な表示等を通
じた食品に対する消費者の信頼の確保

ア　食品表示の適正化等
（ア）食品表示に関する規定を一元化した

「食品表示法」（平成25年法律第70号）
の下、関係府省の連携を強化して立入検
査等の監視業務を実施するとともに、科
学的な分析手法の活用等により、効果
的・効率的な監視を実施します。

また、「不当景品類及び不当表示防止
法」（昭和37年法律第134号）に基づき、
関係府省が連携した監視体制の下、適切
な表示を推進します。

さらに、外食・中食における原料原産
地表示については、「外食・中食におけ

13



る原料原産地情報提供ガイドライン」（平
成31年３月策定）に基づく表示の普及
を図ります。

（イ）輸入品以外の全ての加工食品に対し
て、原料原産地表示を行うことが義務付
けられた新たな原料原産地表示制度につ
いては、消費者、事業者等への普及・啓
発を行い、理解促進を図ります。

（ウ）米穀等については、「米穀等の取引等
に係る情報の記録及び産地情報の伝達に
関する法律」（平成21年法律第26号。
以下「米トレーサビリティ法」という。）
により産地情報伝達の徹底を図ります。

イ　食品トレーサビリティの普及啓発
（ア）食品事故等発生時の原因究明や商品回

収等の円滑化に資するため、食品のト
レーサビリティに関し、「実践的なマ
ニュアル」の活用及びフードチェーンを
通じた具体的な取組モデルの提供等新た
な推進方策の策定等により、その普及・
啓発に取り組みます。

（イ）米穀等については、米トレーサビリ
ティ法に基づき、制度の適正な運用に努
めます。

（ウ）国産牛肉については、「牛の個体識別
のための情報の管理及び伝達に関する特
別措置法」（平成15年法律第72号）に
よる制度の適正な実施が確保されるよう
DNA分析技術を活用した監視等を実施
します。

ウ　消費者への情報提供等
（ア）消費者の「食」に対する信頼向上に向

けた食品関係事業者の主体的な活動を促
すため、フードチェーンの各段階で事業
者間のコミュニケーションを円滑に行
い、食品関係事業者の取組を消費者まで
伝えていくためのツールの普及等を進め
ます。

（イ）「消費者の部屋」等において、消費者
からの相談を受け付けるとともに、特別
展示等を開催し、農林水産行政や食生活
に関する情報を幅広く提供します。

５　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

（１）不測時に備えた平素からの取組
主要な農林水産物の供給に影響を与える

可能性のあるリスクについて、その影響度
合い等を平時から分析し、影響を軽減する
ための対応策を検討、実施します。

また、実際に不測の事態が生じた場合に
食料供給の確保が迅速に図られるよう、平
時から、「緊急事態食料安全保障指針」（平
成27年10月策定）に即して、主食である
米及び小麦の適正な備蓄水準の確保と円滑
な活用等の具体的な方策について、事態ご
とのシナリオによるシミュレーションを実
施し、対応手順の実効性の検証、必要に応
じた見直しや更なる充実を行います。

さらに、大規模災害に備えた家庭備蓄の
重要性の普及啓発を通じて、食料安全保障
に関する理解の醸成を図ります。

（２）国際的な食料需給の把握、分析
省内外において収集した国際的な食料需

給に係る情報を一元的に集約するととも
に、我が国独自の短期的な需給変動要因の
分析や、中長期の需給見通しを策定し、こ
れらを国民に分かりやすく発信します。

また、衛星データを活用し、食料輸出国
や発展途上国等における気象や主要農作物
の作柄の把握・モニタリングに向けた研究
を行います。

（３）輸入穀物等の安定的な確保
ア　輸入穀物の安定供給の確保
（ア）麦の輸入先国との緊密な情報交換等を

通じ、安定的な輸入を確保します。
（イ）政府が輸入する米麦について、残留農

薬等の検査を実施します。
（ウ）輸入依存度の高い小麦について、港湾

スト等により輸入が途絶した場合に備
え、外国産食糧用小麦需要量の2.3か月
分を備蓄し、そのうち政府が1.8か月分
の保管料を助成します。

（エ）輸入依存度の高い飼料穀物について、
不測の事態における海外からの供給遅
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滞・途絶、国内の配合飼料工場の被災に
伴う配合飼料の急激な逼

ひっ
迫
ぱく

等に備え、配
合飼料メーカー等が事業継続計画（BCP）
に基づいて実施する飼料穀物の備蓄、災
害に強い配合飼料輸送等の検討の取組に
対して支援します。

イ　国際港湾の機能強化
（ア）ばら積み貨物の安定的かつ安価な輸入

を実現するため、大型船に対応した港湾
機能の拠点的確保や企業間連携の促進等
による効率的な海上輸送網の形成に向け
た取組を推進します。

（イ）国際海上コンテナターミナル、国際
ターミナルの整備等、国際港湾の機能強
化を推進します。

ウ　遺伝資源の収集・保存・提供機能の強化
食料の安定供給に資する品種の育成・改

良に貢献するため、農業生物資源ジーンバ
ンクにおいては、収集した遺伝資源を基
に、幅広い遺伝変異をカバーした代表的品
種群（コアコレクション）の整備を進め、
植物・微生物・動物遺伝資源の更なる充実
と利用者への提供を促進します。

また、ITPGR（食料及び農業のための
植物遺伝資源に関する国際条約）の枠組み
を活用した他国との植物遺伝資源の相互利
用や、植物遺伝資源に関するアジア諸国と
の二国間共同研究等を推進することによっ
て、海外遺伝資源の導入環境を整備しま
す。

（４）国際協力の推進
ア　世界の食料安全保障に係る国際会議への
参画等

G７サミット、G20サミット及びその
関連会合、APEC（アジア太平洋経済協力）
関連会合、ASEAN＋３（日中韓）農林大
臣会合、FAO（国際連合食糧農業機関）
アジア・太平洋地域総会、OECD（経済
協力開発機構）農業委員会等の世界の食料
安全保障に係る国際会議に積極的に参画
し、持続可能な農業生産の増大、生産性の
向上及び多様な農業の共存に向けて国際的

な議論に貢献します。
また、フードバリューチェーンの構築が

農産物の付加価値を高め、農家・農村の所
得向上と食品ロス削減に寄与し、食料安全
保障を向上させる上で重要であることを発
信します。

イ　飢餓、貧困、栄養不良への対策
（ア）開発途上国・新興国における栄養不良

人口の削減に貢献するため、研究開発、
栄養改善のためのセミナーの開催や情報
発信等を支援します。

（イ）飢餓・貧困の削減に向け、米等の生産
性向上及び高付加価値化のための研究を
支援します。

ウ　アフリカへの農業協力
TICAD ７（第７回アフリカ開発会議）

で発表された「横浜行動計画2019」等の
着実な推進に向け、アフリカからの農業協
力要請に対応した専門家派遣を強化するほ
か、ICT技術を活用した農業者の組織化
及び共同購入・共同販売等のための農業デ
ジタル化基盤の構築等、対象国のニーズに
対応した企業の海外展開を推進します。

エ　気候変動や越境性動物疾病等の地球規模
の課題への対策

（ア）パリ協定を踏まえた森林減少・劣化抑
制、農地土壌における炭素貯留等に関す
る途上国の能力向上、干ばつ等に適応し
た生産性向上システムやGHG（温室効
果ガス）削減につながる栽培技術の開発
等の気候変動対策を推進します。

また、地球温暖化緩和策に資する研究
及び越境性病害の我が国への侵入防止に
資する研究並びにアジアにおける口蹄
疫、高病原性鳥インフルエンザ、ASF

（アフリカ豚熱）等の越境性動物疾病及
び薬剤耐性対策等を推進します。

（イ）東アジア地域（ASEAN10か国、日
本、中国及び韓国）における食料安全保
障の強化と貧困の撲滅を目的とし、近年
の気候変動により、頻繁に発生している
強大な台風や洪水等、大規模災害等の緊
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急時に備えるため、ASEAN＋３緊急米
備蓄（APTERR）の取組を推進します。

（５）動植物防疫措置の強化
ア　世界各国における口蹄疫、高病原性鳥イ

ンフルエンザ、ASF等の発生状況、新た
な植物病害虫の発生等を踏まえ、国内にお
ける家畜の伝染性疾病や植物の病害虫の発
生予防及びまん延防止対策、発生時の危機
管理体制の整備等を実施します。

また、国際的な連携を強化し、アジア地
域における防除能力の向上を支援します。

特に、CSFについては、発生予防・ま
ん延防止のため、早期通報や野生動物の侵
入防止等、飼養衛生管理基準の遵守徹底に
取り組むとともに、円滑なワクチン接種を
進めます。また、野生イノシシの対策とし
て、野生イノシシ向け経口ワクチンの散布
を実施します。

イ　家畜防疫官・植物防疫官の適切な配置及
び動植物検疫探知犬の増頭等検査体制の整
備・強化により、円滑で確実な水際対策を
講ずるとともに、家畜の伝染性疾病及び植
物の病害虫の侵入・まん延防止のための取
組を推進します。

ウ　地域の産業動物獣医師への就業を志す獣
医大学の地域枠入学者・獣医学生に対する
修学資金の貸与、獣医学生を対象とした産
業動物獣医師の業務について理解を深める
ための臨床実習、産業動物獣医師を対象と
した技術向上のための臨床研修を支援しま
す。

また、産業動物分野における獣医師の中
途採用者を確保するための就業支援や女性
獣医師等を対象とした職場復帰・再就職に
向けたスキルアップのための研修等の実施
による産業動物獣医師の育成、情報通信機
器を活用した産業動物診療の効率化等を支
援します。

６　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
「成長戦略フォローアップ」（令和元年６月

策定）等に基づき、グローバルな経済活動の
ベースとなる経済連携を進めます。

また、RCEP（東アジア地域包括的経済連
携）、日中韓FTA、日トルコEPA等の経済
連携交渉やWTO農業交渉等の農産物貿易
交渉において、我が国の農林水産品が慎重に
扱うべき事項であることに十分配慮した上
で、我が国の農林水産業が、今後とも国の基

もとい

として重要な役割を果たしていけるよう、交
渉を行うとともに、我が国農産品の輸出拡大
につながる交渉結果の獲得を目指します。

さらに、TPP11、日EU・EPA及び日米
貿易協定の効果を最大限に活かすために改訂
された「総合的なTPP等関連政策大綱」に
基づき、体質強化対策や経営安定対策を着実
に実施します。

	Ⅲ	 農業の持続的な発展に関する施策

１　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

（１）認定農業者制度や法人化等を通じた経営
発展の後押し

ア　担い手への重点的な支援の実施
（ア）認定農業者等の担い手が主体性と創意

工夫を発揮して経営発展できるよう、担
い手に対する農地の集積・集約化の促進
や経営所得安定対策、出資や融資、税制
等、経営発展の段階や経営の態様に応じ
た支援を行います。

（イ）その際、既存経営基盤では現状の農地
引受けが困難な担い手も現れていること
から、地域の農業生産の維持への貢献と
いう観点から、こうした担い手への支援
の在り方について検討します。

イ　農業経営の法人化の加速と経営基盤の強
化

（ア）経営意欲のある農業者が創意工夫を活
かした農業経営を展開できるよう、都道
府県段階に設置した農業経営相談所を通
じた経営相談・経営診断や専門家派遣等
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の支援等により、農業経営の法人化を促
進します。

（イ）担い手が少ない地域においては、地域
における農業経営の受皿として、集落営
農の組織化を推進するとともに、これを
法人化に向けての準備・調整期間と位置
付け、法人化を推進します。

また、地域外の経営体や販売面での異
業種との連携等を促進します。

さらに、農業法人等が法人幹部や経営
者となる人材を育成するための実践研修
への支援等を推進します。

（ウ）集落営農について、「人・農地プラン」
の実質化を通じ、実態を把握した上で、
法人化に向けた取組の加速化や地域外か
らの人材確保、販売面での異業種との連
携等に向けた方策について「地域営農支
援プロジェクト」を設置し、総合的な議
論を開始します。

ウ　青色申告の推進
農業経営の着実な発展を図るためには、

自らの経営を客観的に把握し経営管理を行
うことが重要であることから、農業者年金
の政策支援、農業経営基盤強化準備金制
度、収入保険への加入推進等を通じ、農業
者による青色申告を推進します。

（２）経営継承や新規就農、人材の育成・確保
等
ア　次世代の担い手への円滑な経営継承
（ア）次世代の担い手への円滑な経営継承を

進めるため、農業経営相談所の専門家に
よる相談対応、継承計画の策定支援等を
推進します。

（イ）園芸施設・畜産関連施設、樹園地等の
経営資源について、第三者機関・組織も
活用しつつ、再整備・改修等のための支
援により、円滑な継承を促進します。

イ　農業を支える人材の育成のための農業教
育の充実

（ア）将来的に農業を職業として選択する人
材を育成するため、農業高校や農業大学
校等の農業教育機関において、先進的な

農業経営者等による出前授業や現場研
修、実践的なGAP教育を推進します。

また、民間企業や研究機関等と連携
し、スマート農業に関する教育内容の充
実を図るとともに、これらに必要な施
設・設備の整備を推進します。

（イ）地域農業のリーダーとして活躍する経
営感覚に優れた農業経営者の育成に向け
て、農業大学校の専門職大学化等による
農業教育機関の高度化を推進します。

（ウ）国際感覚を持つ農業人材の育成に向け
て、国内の農業高校と海外の農業高校の
農業分野の交流プログラムを推進すると
ともに、①将来の営農ビジョンとの関連
性が認められる海外研修、②農業法人等
の職員を次世代経営者として育成するた
めの海外派遣研修の実施を支援します。

（エ）就職氷河期世代を始めとした幅広い世
代の新規就農希望者に対する農業教育機
関での実践的なリカレント教育の実施を
支援します。

ウ　青年層の新規就農と定着促進
（ア）青年層の農業内外からの新規就農と定

着促進のため、次世代を担う農業者とな
ることを志向する者に対し、就農前の研
修（２年以内）の後押しと就農直後（５
年以内）の経営確立に資する資金の交付
を行います。

（イ）初期投資の負担を軽減するため、農業
機械等の取得に対する補助や無利子資金
の貸付けを行います。

（ウ）就農準備段階から経営開始後まで、地
方公共団体や農業協同組合、農業者、農
地中間管理機構、民間企業等の関係機関
が連携し一貫して支援する地域の就農受
入体制を充実します。

（エ）労働時間の管理、休日・休憩の確保、
男女別トイレの整備、キャリアパスの提
示やコミュニケーションの充実等、誰も
がやりがいを持って働きやすい職場環境
整備を実施する者を支援することで、農
業の「働き方改革」を推進します。
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（オ）ライフスタイルも含めた様々な魅力的
な農業の姿や就農に関する情報につい
て、民間企業等とも連携して、Webサ
イトやSNS、就農イベント等を通じた
情報発信を強化します。

（カ）自営や法人就農、短期雇用等様々な就
農相談等にワンストップで対応できるよ
う新規就農相談センターの相談員の研修
を行い、相談体制を強化します。

（キ）農業者の生涯所得の充実の観点から、
農業者年金への加入を推進します。

エ　女性が能力を発揮できる環境整備
（ア）女性農業者が、その能力を最大限に発

揮し、農業経営や６次産業化を展開する
ことができる環境を整備するため、経営
体向け補助事業について女性農業者等に
よる積極的な活用を促進します。

また、地域農業における次世代のリー
ダーとなり得る女性農業経営者を育成す
るため、経営力向上や地域農業の発展の
ための問題意識を持った女性農業者を対
象とした研修等を実施します。

さらに、農業界で女性が能力を発揮し
活躍できる環境整備を促進するため、女
性農業者の託児や農作業代替を地域で一
体的にサポートするネットワークの構築
を支援します。

加えて、女性農業者の知恵と民間企業
の技術、ノウハウ、アイデア等を結び付
け、新たな商品やサービス開発等を行う

「農業女子プロジェクト」における企業
や教育機関との連携強化、地域活動の推
進により女性農業者が活動しやすい環境
を作るとともに、これらの活動を発信
し、若い女性新規就農者の増加につなげ
ます。

（イ）平成28（2016）年４月に改正された
「農業委員会等に関する法律」（昭和26
年法律第88号）及び「農業協同組合法」

（昭和22年法律第132号）において、
農業委員会の委員や農業協同組合の役員
について、年齢及び性別に著しい偏りが

生じないように配慮しなければならない
旨の規定が置かれたことを踏まえ、委
員・役員の任命・選出に当たっては、男
女共同参画の視点に配慮が行われるよ
う、女性の参画拡大に向けた取組を促進
します。

オ　企業の農業参入
企業の農業参入は、特に、担い手が不足

している地域においては農地の受皿として
期待されていることから、農地中間管理機
構を中心としてリース方式による企業の参
入を促進します。

２　農業現場を支える多様な人材や主体の
活躍

（１）中小・家族経営など多様な経営体による
地域の下支え

農業現場においては、中小・家族経営等
多様な経営体が農業生産を支えている現状
と、地域において重要な役割を果たしてい
ることに鑑み、現状の規模にかかわらず、
生産基盤の強化に取り組むとともに、品目
別対策や多面的機能支払制度、中山間地域
等直接支払制度等と併せて、産業政策と地
域政策の両面から支援します。

（２）次世代型の農業支援サービスの定着
生産現場における人手不足や生産性向上

等の課題に対応し、農業者が営農活動の外
部委託等様々な農業支援サービスを活用す
ることで経営の継続や効率化を図ることが
できるよう、ドローンや自動走行農機等の
先端技術を活用した作業代行やシェアリン
グ・リース、食品事業者と連携した収穫作
業の代行等の次世代型の農業支援サービス
の創出を推進します。

（３）多様な人材が活躍できる農業の「働き方
改革」の推進

ア　農業経営者が、労働時間の管理、休日・
休憩の確保、男女別トイレの整備、キャリ
アパスの提示やコミュニケーションの充実
等、誰もがやりがいがあり、働きやすい環
境づくりに向けて計画を作成し、従業員と
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共有することを推進します。
イ　農繁期等における産地の短期労働力を確

保するため、他産業、大学、他地域との連
携等による多様な人材とのマッチングと、
労働環境整備等の農業の「働き方改革」を
一体的に行う産地の取組を支援し、先進的
な取組事例の発信・普及を図ります。

ウ　こうした取組を進めてもなお不足する人
材を確保するため、特定技能制度による農
業現場での外国人材の円滑な受入れに向け
て、技能試験を実施するとともに、就労す
る外国人材が働きやすい環境の整備等を支
援します。

エ　地域人口の急減に直面している地域にお
いて、「地域人口の急減に対処するための
特定地域づくり事業の推進に関する法律」

（令和元年法律第64号）の仕組みを活用
し、地域内の様々な事業者を多業（一つの
仕事のみに従事するのではなく、複数の仕
事に携わる働き方）により支える人材の確
保及びその活躍を推進することにより、地
域社会の維持及び地域経済の活性化を図る
ために、モデルを示しつつ、本制度の周知
を図ります。

３　担い手等への農地集積・集約化と農地
の確保

（１）担い手への農地集積・集約化の加速化
ア　「人・農地プラン」の実質化の推進

各地域の人と農地の問題を解決していく
ため、地域の農業者と、地方公共団体、農
業委員会、農業協同組合、土地改良区と
いったコーディネーター役を担う組織や農
地中間管理機構が一体となって「人・農地
プラン」の実質化を推進します。特に、中
山間地域等においては中山間地域等直接支
払制度で作成する集落協定・集落戦略、果
樹産地においては果樹産地構造改革計画等
地域農業に関する計画との連携を進めま
す。

また、地域における話合いへの女性農業
者の参画を促進します。

イ　農地中間管理機構のフル稼働
全都道府県に設立された農地中間管理機

構の取組を更に加速化させ、担い手への農
地の集積・集約化を進めます。

ウ　所有者不明農地への対応の強化
所有者不明農地への対応について、「農

業経営基盤強化促進法等の一部を改正する
法律」（平成30年法律第23号）に基づき
創設した制度の利用を促すほか、民事基本
法制の見直しを踏まえて検討を行います。

（２）荒廃農地の発生防止・解消、農地転用許
可制度等の適切な運用

ア　多面的機能支払制度及び中山間地域等直
接支払制度による地域・集落の共同活動
や、農地中間管理事業による集積・集約化
の促進、基盤整備の活用等による荒廃農地
の発生防止、解消に努めます。

また、有機農業や放牧・飼料生産等多様
な農地利用方策とそれを実施する仕組みに
ついて、「農村政策・土地利用の在り方プ
ロジェクト」を設置して総合的に検討しま
す。

イ　農地の転用規制及び農業振興地域制度の
適正な運用を通じ、優良農地の確保に努め
ます。

４　農業経営の安定化に向けた取組の推進
（１）収入保険制度や経営所得安定対策等の着
実な推進

ア　収入保険の普及促進・利用拡大
自然災害や価格下落等の様々なリスクに

対応し、農業経営の安定化を図るため、収
入保険の普及促進・利用拡大を図ります。
このため、現場ニーズ等を踏まえた改善等
を行うとともに、地域において、農業共済
組合や農業協同組合等の関係団体等が連携
して推進体制を構築し、加入促進の取組を
進めます。

イ　経営所得安定対策等の着実な実施
「農業の担い手に対する経営安定のため

の交付金の交付に関する法律」（平成18年
法律第88号）に基づく畑作物の直接支払
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交付金及び米・畑作物の収入減少影響緩和
交付金、「畜産経営の安定に関する法律」

（昭和36年法律第183号）に基づく肉用
牛肥育・肉豚経営安定交付金（牛・豚マル
キン）及び加工原料乳生産者補給金、「肉
用子牛生産安定等特別措置法」（昭和63年
法律第98号）に基づく肉用子牛生産者補
給金、「野菜生産出荷安定法」（昭和41年
法律第103号）に基づく野菜価格安定対
策等の措置を安定的に実施します。

（２）総合的かつ効果的なセーフティネット対
策の在り方の検討等
ア　総合的かつ効果的なセーフティネット対
策の在り方の検討

収入保険については、「災害等のリスク
に強い農業プロジェクト」を設置し、農業
保険以外の制度も含め、収入減少を補塡す
る関連施策全体の検証を行い、農業者の
ニーズ等を踏まえ、総合的かつ効果的な
セーフティネット対策の在り方について検
討します。
イ　手続の電子化、申請データの簡素化等の
推進

農業保険や経営所得安定対策等の類似制
度について、申請内容やフローの見直し等
の業務改革を実施しつつ、手続の電子化の
推進、申請データの簡素化等を進めるとと
もに、利便性向上・事務負担軽減を図るた
め、総合的なセーフティネットの窓口体制
の改善・集約化を検討します。

５　農業の成長産業化や国土強
きょう
靱
じん
化に資す

る農業生産基盤整備
（１）農業の成長産業化に向けた農業生産基盤
整備

ア　担い手への農地の集積・集約化や生産コ
ストの削減を進め、農業の競争力を強化す
るため、農地中間管理機構等との連携を図
りつつ、農地の大区画化等を推進します。

イ　高収益作物の導入、さらに、新たな産地
形成を促進し、産地収益力を向上させるた
めに、関係部局と連携しつつ、高収益作物

に転換するための水田の汎用化や畑地化、
畑地や樹園地の高機能化を推進します。

ウ　農業構造や営農形態の変化に対応するた
め、ICT水管理等の営農の省力化等に資
する技術の活用を可能にする農業生産基盤
の整備の展開を図るとともに、関係府省と
連携し、農業・農村におけるICT利活用
に必要な情報通信環境の整備を検討しま
す。

（２）農業水利施設の戦略的な保全管理
ア　点検、機能診断及び監視を通じた適切な

リスク管理の下での計画的かつ効率的な補
修、更新等により、施設の徹底した長寿命
化とライフサイクルコストの低減を図りま
す。

イ　農業者の減少や高齢化が進む中でも、農
業水利施設の機能が安定的に発揮されるよ
う、農業水利施設を更新する際、施設の集
約や再編、統廃合等によるストックの適正
化を推進します。

ウ　施設の点検や機能診断等を省力化・高度
化するため、ロボットやAI等の利用に関
する研究開発や実証調査を推進します。

（３）農業・農村の強
きょう
靱
じん
化に向けた防災・減災

対策
ア　基幹的な農業水利施設やため池等の耐震

診断、耐震対策や豪雨対策等のソフト面と
ハード面を組み合わせた防災・減災対策を
実施します。特に、ため池については、防
災重点ため池を中心に、防災・減災対策の
一層の推進を図ります。

イ　津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の
変動による被害等から農地等を防護するた
め、海岸保全施設の整備等を実施します。

ウ　「農業用ため池の管理及び保全に関する
法律」（平成31年法律第17号）に基づき、
ため池の決壊による周辺地域への被害の防
止に必要な措置を進めます。

エ　新たに改定した排水の計画基準に基づ
き、農業水利施設等の排水対策を推進しま
す。
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（４）農業・農村の構造の変化等を踏まえた土
地改良区の体制強化

土地改良区の組合員の減少、ICT水管
理等の新技術、管理する土地改良施設の老
朽化に対応するため、准組合員制度の導
入、土地改良区連合の設立、貸借対照表を
活用した施設更新に必要な資金の計画的な
積立の促進等、「土地改良法の一部を改正
する法律」（平成30年法律第43号）の改
正事項の定着を図り、土地改良区の運営基
盤の強化を推進します。

６　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

（１）肉用牛・酪農の生産拡大など畜産の競争
力強化
ア　生産基盤の強化
（ア）牛肉・牛乳乳製品等畜産物の国内需要

の増加への対応と輸出拡大に向けて、肉
用牛については、高品質な牛肉を安定的
に供給できる生産体制を構築するため、
肉用繁殖雌牛の増頭、受精卵の増産・利
用等を推進します。酪農については、都
府県酪農の生産基盤の維持・回復と北海
道酪農の持続的成長を目指し、酪農経営
の持続的展開を図るため、都府県におけ
る牛舎の空きスペースも活用した地域全
体での増頭・増産に加え、性判別技術の
活用による乳用後継牛の確保、高品質な
生乳の生産による多様な消費者ニーズに
対応した牛乳乳製品の供給を推進します。

（イ）労働力負担軽減・省力化に資するロ
ボット・AI・IoT等の先端技術の普及・
定着、生産関連情報等のデータに基づく
家畜改良や飼養管理技術の高度化、農業
者と外部支援組織等の役割分担・連携の
強化、GAP、アニマルウェルフェアの
普及・定着を図ります。

（ウ）中小・家族経営の経営資源の継承、子
牛や国産畜産物の生産・流通の円滑化に
向けた家畜市場や食肉処理施設及び生乳
の処理・貯蔵施設の再編等の取組を推進

し、肉用牛・酪農等畜産の生産基盤を強
化します。あわせて、米国・EU並みの
衛生水準を満たす輸出認定施設の増加を
推進します。

（エ）畜産農家等の経営安定を図るため、以
下の施策等を実施します。

a　畜種ごとの経営安定対策
（a）酪農関係では、①加工原料乳に対

する加工原料乳生産者補給金及び集送
乳調整金の交付、②加工原料乳の取引
価格が低落した場合の補塡金の交付等
の対策

（b）肉用牛関係では、①肉用子牛対策
として、子牛価格が保証基準価格を下
回った場合に補給金を交付する肉用子
牛生産者補給金制度、②肉用牛肥育対
策として、標準的販売価格が標準的生
産費を下回った場合に交付金を交付す
る肉用牛肥育経営安定交付金（牛マル
キン）

（c）養豚関係では、標準的販売価格が
標準的生産費を下回った場合に交付金
を交付する肉豚経営安定交付金（豚マ
ルキン）

（d）養鶏関係では、鶏卵の取引価格が
補塡基準価格を下回った場合に補塡金
を交付するなどの鶏卵生産者経営安定
対策事業

b　飼料価格安定対策
配合飼料価格の大幅な変動に対応する

ための配合飼料価格安定制度を適切に運
用するとともに、国産濃厚飼料の増産や
農場残さ等の未利用資源を飼料として利
用する取組等を推進します。

イ　生産基盤強化を支える環境整備
（ア）増頭に伴う家畜排せつ物の土づくりへ

の活用を促進するため、家畜排せつ物処
理施設の機能強化・堆肥のペレット化等
を推進します。飼料生産については、草
地整備・草地改良、放牧、公共牧場の利
用、水田を活用した飼料生産、子実用と
うもろこし、エコフィード等の生産・利
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用の拡大等、国産飼料の生産・利用を推
進します。

（イ）和牛は、我が国固有の財産であり、家
畜遺伝資源の不適正な流通は、我が国の
畜産振興に重大な影響を及ぼすおそれが
あることから、家畜遺伝資源の流通管理
の徹底、知的財産としての価値の保護強
化に取り組みます。

（ウ）畜舎等の利用実態を踏まえた安全基準
やその執行体制等を検討し、生産コスト
の低減に資するよう「建築基準法」（昭
和25年法律第201号）の適用の対象か
ら除外する特別法案を整備します。

（２）新たな需要に応える園芸作物等の生産体
制の強化
ア　野菜
（ア）既存ハウスのリノベーションや、環境

制御・作業管理等の技術習得に必要な
データ収集・分析機器の導入等、データ
を活用して生産性・収益向上につなげる
体制づくり等を支援するとともに、より
高度な生産が可能となる低コスト耐候性
ハウスや高度環境制御栽培施設等の導入
を支援します。

（イ）水田地帯における園芸作物の導入に向
けた合意形成や試験栽培、園芸作物の本
格生産に向けた機械・施設のリース導入
等を支援します。

（ウ）複数の産地と協業して、加工・業務用
等の新市場が求めるロット・品質での供
給を担う拠点事業者による貯蔵・加工等
の拠点インフラの整備や生育予測等を活
用した安定生産の取組等を支援します。

（エ）地域農業者の減少や労働力不足等の生
産構造の急速な変化に対応するため、農
業者と協業しつつ、①生産安定・効率化
機能、②供給調整機能、③実需者ニーズ
対応機能の３つの全ての機能を具備又は
強化するモデル性の高い生産事業体の育
成を支援します。

イ　果樹
（ア）優良品目・品種への新植・改植及びそ

れに伴う未収益期間における幼木の管理
経費を支援します。

（イ）労働生産性の向上を図るため、平坦
たん

で
作業性の良い水田等への新植や省力樹形
の導入に対する支援を強化するととも
に、まとまった面積で省力樹形及び機械
作業体系を導入し、労働生産性を抜本的
に高めたモデル産地の育成を支援しま
す。

（ウ）省力樹形の導入等に必要となる優良苗
木や、国産花粉の安定供給に向けて、育
苗ほ場の設置や花粉樹の植栽等を支援し
ます。

ウ　花き
（ア）地域毎に設定した戦略品目について、

ニーズの高い品種への転換や省力生産の
実証、新たな需要の創出・拡大に向けた
プロモーション活動等を支援するととも
に、生産性の飛躍的向上が期待される新
技術の実証を支援します。

（イ）輸出等の新市場の獲得に向けた切り花
の暑熱対策技術の実証やコールドチェー
ンの整備、輸出向けの生産拡大に必要な
技術導入等を支援します。

エ　茶、甘味資源作物等の地域特産物
（ア）茶

茶の新需要開拓や高付加価値化に向
け、実需者ニーズに即した新たな茶商品
の生産・加工技術や機能性成分等の特色
を持つ品種の導入、有機栽培への転換、
てん茶栽培に適した棚施設を利用した栽
培法への転換や直接被覆栽培への転換、
新たな抹茶加工技術の実証、残留農薬分
析等を支援します。

（イ）砂糖及びでん粉
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する

法律」（昭和40年法律第109号）に基づ
き、さとうきび・でん粉原料用かんしょ
生産者及び国内産糖・国内産いもでん粉
の製造事業者に対して、経営安定のため
の支援を行います。

（ウ）薬用作物
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薬用作物の産地形成を加速化させるた
め、地域の取組として、産地と実需者

（漢方薬メーカー等）とが連携した栽培
技術の確立のための実証ほの設置、省力
化のための農業機械の改良及び収穫まで
複数年を要する薬用作物の新植を支援し
ます。

また、全国的な取組として、事前相談
窓口の設置や技術アドバイザーの派遣等
の栽培技術の指導体制の確立に向けた取
組を支援します。

（エ）こんにゃくいも等
こんにゃくいも等の特産農産物につい

ては、付加価値の創出、新規用途開拓、
機械化・省力作業体系の導入等を推進す
るとともに、新たな需要の創出・拡大を
図るため、生産者、実需者等が一体と
なって取り組む、安定的な生産に向けた
体制の整備等を支援します。

（オ）繭・生糸
蚕糸業の再生と持続的発展を図るた

め、養蚕・製糸業と絹織物業者等が提携
して取り組む、輸入品と差別化された高
品質な純国産絹製品づくり・ブランド化
を推進するとともに、新たな需要の創
出・拡大を図るため、生産者、実需者等
が一体となって取り組む、安定的な生産
に向けた体制の整備等を支援します。

（カ）葉たばこ
葉たばこ審議会の意見を尊重した種類

別・品種別価格により、日本たばこ産業
株式会社（JT）が買い入れます。

（キ）いぐさ
輸入品との差別化・ブランド化に取り

組むいぐさ生産者の経営安定を図るた
め、国産畳表の価格下落影響緩和対策の
実施、実需者や消費者のニーズを踏まえ
た、産地の課題を解決するための技術実
証等の取組を支援します。

（３）米政策改革の着実な推進と水田における
高収益作物等への転換

ア　消費者・実需者の需要に応じた多様な米
の安定供給

（ア）需要に応じた米の生産・販売の推進
a　需要に応じた生産・販売を推進するた

め、水田活用の直接支払交付金による支
援、中食・外食等のニーズに応じた生産
と事前契約、複数年契約等による安定取
引の一層の推進、県産別、品種別等のき
め細かな需給・価格情報、販売進捗情
報、在庫情報の提供、都道府県別、地域
別の作付動向（中間的な取組状況）の公
表等の環境整備を推進します。

b　国が策定する需給見通し等を踏まえつ
つ生産者や集荷業者・団体が主体的に需
要に応じた生産・販売を行うため、行
政、生産者団体、現場が一体となって取
り組みます。

c　米の生産については、農地の集積・集
約化による分散錯圃

ほ
の解消や作付の連坦

たん

化・団地化、多収品種の導入やスマート
農業技術等による省力栽培技術の普及、
資材費の低減等による生産コストの低減
等を推進します。

（イ）戦略作物の生産拡大
食料自給率・食料自給力の維持向上を

図るため、麦、大豆、飼料用米等、戦略
作物の本作化を進めるとともに、地域の
特色のある魅力的な産品の産地づくりに
向けた取組を支援することにより、水田
のフル活用を図ります。

具体的には、地域が作成する「水田フ
ル活用ビジョン」に基づき、地域の特色
のある魅力的な産品の産地を創造するた
め、地域の裁量で活用可能な産地交付金
により、産地づくりに向けた取組を支援
します。

（ウ）コメ・コメ加工品の輸出拡大
「コメ海外市場拡大戦略プロジェクト」

を通じ、戦略的輸出事業者と輸出基地
（産地）のマッチングの推進、輸出を拡
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大する国・地域における戦略的プロモー
ション、輸出事業者による海外の需要開
拓を支援するとともに、海外市場の求め
る品質や数量等に対応できる産地の育成
等を推進します。

イ　麦・大豆
需要が堅調に推移している国産麦・大豆

については、「麦・大豆増産プロジェクト」
を設置し、湿害、連作障害、規模拡大によ
る労働負担の増加、気象条件の変化等の低
単収要因を克服し、実需の求める量・品
質・価格の安定を図ります。

（ア）麦
a　日本麺用、パン・中華麺用等の需要に

応じた麦品種の生産拡大を推進します。
b　経営所得安定対策による支援を行うと

ともに、収量性や加工適性に優れた新品
種、単収・品質向上技術等の導入の支援
により、小麦、大麦、はだか麦の作付拡
大を推進します。

c　麦の生産拡大に対応するため、乾燥調
製施設等の再編整備や高性能農業機械の
導入等を推進します。

（イ）大豆
a　経営所得安定対策や強い農業・担い手

づくり総合支援交付金等の補助事業によ
る支援を行うとともに、生産性向上に資
する耕うん同時畝

うね
立て播

は
種
しゅ

栽培等の導入
や適正な輪作体系の構築等に取り組みま
す。

b　実需者ニーズに対応した新品種や栽培
技術の導入により、実需者の求める大豆
の安定生産を支援し、国産大豆の需要拡
大を推進します。

c　「播
は

種
しゅ

前入札取引」の適切な運用等に
より、国産大豆の安定取引を推進しま
す。

ウ　高収益作物への転換
野菜や果樹等の高収益作物の導入・定着

を図るため、「水田農業高収益化推進計画」
に基づき、国のみならず地方公共団体等の
関係部局が連携し、水田における高収益作

物への転換、水田の畑地化・汎用化のため
の基盤整備、栽培技術や機械・施設の導
入、販路確保等の取組を計画的かつ一体的
に推進します。

エ　米粉用米・飼料用米
実需者の求める安定的な供給に応えるた

め、生産と実需の複数年契約による長期安
定的な取引の拡大を推進するとともに、

「米穀の新用途への利用の促進に関する法
律」（平成21年法律第25号）に基づき、
米粉用米、飼料用米の利用促進を図るた
め、米粉用米、飼料用米の生産・利用拡大
や必要な機械・施設の整備等を総合的に支
援します。

（ア）米粉用米
近年の訪日外国人旅行者の急増等によ

り、グルテンを含まない特性を持つ米粉
に注目が集まる状況が見込まれることか
ら、国産米粉の優位性の情報発信等、需
要拡大に向けた取組を推進するととも
に、輸出の拡大を図るため、ノングルテ
ン米粉のJASの制定を検討します。

（イ）飼料用米
地域に応じた省力・多収栽培技術の確

立・普及を通じた生産コストの低減やバ
ラ出荷による流通コストの低減に向けた
取組を支援します。

また、飼料用米を活用した豚肉、鶏卵
等のブランド化を推進するための付加価
値向上等に向けた新たな取組を支援しま
す。

オ　米・麦・大豆等の流通
「農業競争力強化支援法」等に基づき、

農産物流通・加工の合理化を図るため、流
通・加工業界の再編に係る取組の支援等を
実施します。

また、米・麦・大豆等の物流合理化を進
めるため、生産者や関係事業者等と協議を
行い、課題を特定し、それらの課題解決に
取り組みます。

特に米については、玄米輸送のフレコン
利用の推進、精米輸送の商慣行の見直し等
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によるホワイト物流運動の推進に取り組み
ます。

（４）農業生産工程管理の推進と効果的な農作
業安全対策の展開
ア　農業生産工程管理の推進

農産物においては、2030年までにほぼ
全ての国内の産地における国際水準の
GAPの実施を目指し、令和２（2020）年
度中に「GAP共通基盤ガイドライン」（平
成22年４月策定）を国際水準に改訂する
とともに、改訂した国際水準GAP共通基
盤ガイドラインの普及に向けた必要な取組
を実施します。

畜産物においては、JGAP家畜・畜産物
やGLOBALG.A.P.の認証取得、GAPの
認証取得に向けたステップアップを目指す

「GAP取得チャレンジシステム」の取組拡
大を図ります。
イ　農作業等安全対策の展開
（ア）都道府県段階、市町村段階の関係機関

が参画した推進体制を整備するととも
に、農業機械作業に係る死亡事故が全体
の６割を占めていることを踏まえ、以下
の取組を強化します。

a　乗用型トラクターについて、安全フ
レームやシートベルトの装備や作業機を
付けた状態での公道走行に必要な灯火器
等の装備の促進

b　乗用型トラクター乗車時におけるシー
トベルト・ヘルメットの着用の促進

c　農業機械の定期的な点検・整備の励行
（イ）都道府県、農機メーカーや農機販売店

等を通じた事故情報の収集を強化すると
ともに、その分析を通じた農業機械の安
全設計の促進等を図ります。

（ウ）GAPの団体認証取得による農作業事
故等産地リスクの低減効果の実証を行う
とともに、暑熱対策の実践を通じた熱中
症対策の推進、労災保険特別加入団体の
設置と農業者の加入促進を図ります。

（エ）農林水産業・食品産業を横断して、効
果的な作業安全対策の検討や普及、関係

者の意識啓発のための取組を実施しま
す。

（５）良質かつ低廉な農業資材の供給や農産物
の生産・流通・加工の合理化

ア　「農業競争力強化プログラム」（平成28
年11月策定）及び「農業競争力強化支援
法」に基づき、良質で低価格な資材の供給
拡大や農産物流通等の合理化に向けて以下
の取組等を推進します。

（ア）肥料のパレット流通体制の構築に向
け、パレットの規格や合理的な管理体制
の検討を進めます。

（イ）「農業競争力強化支援法」に基づく支
援措置の活用等を通じ、生産性が低い肥
料等の製造事業者や小規模で後継者不足
が顕在化している卸売・小売事業者、農
産物流通等の合理化の実現に資する流通
等事業者の再編、寡占化している農業機
械製造事業者やスマート農業技術の活用
に資する農業機械の利用促進に関する事
業者等の参入を促進します。

（ウ）農業者の資材調達方法の点検等を促す
ため、資材販売店等における主な銘柄の
販売価格の調査結果を公表するととも
に、農業資材比較サービス「AGMIRU

（アグミル）」の現場での活用を促しま
す。

イ　農産物規格・検査の見直しを検討するた
め、平成31（2019）年１月より開催して
いる「農産物規格・検査に関する懇談会」
において取りまとめた中間論点整理に基づ
き、告示改正等を進めるとともに、以下の
取組等を推進します。

（ア）農産物検査を効果的に行うため、穀粒
判別器を活用した鑑定を推進します。

（イ）玄米物流の合理化につながる推奨フレ
コンの設定を行い、その活用を推進しま
す。

（ウ）着色粒等の規格に関する検討を進める
ため、生産・流通・消費の現状に関する
調査を行います。
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７　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

（１）スマート農業の加速化など農業現場での
デジタル技術の利活用の推進

ア　スマート農業を実現するため、ロボッ
ト・AI・IoT等の先端技術を活用したス
マート農業の生産現場における実証に取り
組み、これまでに開発された先端技術の社
会実装を推進します。

イ　生産現場と産学官がスマート農業につい
ての情報交流を行うプラットフォームを創
設し、スマート農業技術の実証・導入・普
及を推進するとともに、スマート農業技術
の導入コスト削減のため、シェアリングや
リースによる新たなサービスの創出が進む
よう、必要な施策を検討・実施します。

ウ　明確な開発目標の下で現場での実装まで
を視野に入れた技術開発を進めるととも
に、先端技術を活用した高度なロボット農
機等による新しい技術体系を創造するため
の研究開発等を実施します。

また、現場実装に際して安全上の課題解
決が必要なロボット技術の安全性の検証や
ルールづくりに取り組みます。

エ　関係府省協力の下、大学や民間企業等と
連携して、農業データ連携基盤の機能を生
産部分だけでなく、加工・流通・消費まで
含めたフードチェーン全体に機能拡充する
ための研究開発に取り組むとともに、農林
水産省が保有・収集するデータの実装を進
めます。

オ　「スマート農業プロジェクト」を立ち上
げ、生産性や収益性の観点からも現場実装
が進むよう、必要な施策を検討・実施しま
す。

カ　農業者と連携しデジタル技術の開発・普
及に取り組む企業が活躍できる環境整備
や、農産物の生産・流通・消費に至る様々
なデータの連携による生産技術の改善、農
村地域の多様なビジネス創出等を推進しま
す。

（２）農業施策の展開におけるデジタル化の推
進

ア　農業現場と農林水産省が切れ目なくつな
がり、行政手続にかかる農業者等の負担を
大幅に軽減し、経営に集中できるよう、法
令や補助金等の手続をオンラインでできる
農林水産省共通申請サービス（eMAFF）
の構築や、これと併せて徹底した行政手続
の簡素化の促進を行います。

イ　農業者向けスマートフォンアプリ（MAFF
アプリ）を開発し、eMAFFと連動しつつ、
個々の農業者の属性・関心に応じた営農・
政策情報を提供します。

ウ　農業委員会、地域農業再生協議会、農業
共済組合が保有する農地情報について、
eMAFF、筆ポリゴン（農地区画情報）等
による「デジタル地図」を用いた一元的管
理やその効果的な活用方法を検討し、結論
が得られたものから実行します。

エ　農業現場における取組を含め、デジタル
技術を活用した様々なプロジェクトを取り
まとめ、デジタル技術の進展に合わせて随
時プロジェクトを追加・修整しながら機動
的に実行し、デジタル技術を活用し、自ら
の能力を存分に発揮して経営展開できる農
業者が大宗を担う農業構造への転換を目指
します。

（３）イノベーション創出・技術開発の推進
先端技術のみならず、現場のニーズに即

した様々な課題に対応した研究開発を推進
していくため、国主導で実施すべき重要な
研究分野について、戦略的な研究開発を推
進するとともに、異分野のアイデア・技術
等を農林水産分野に導入し、革新的な技
術・商品サービスを生み出す研究を支援し
ます。
ア　研究開発の推進

研究開発を推進するため、重点事項や目
標を定める「農林水産研究イノベーション
戦略」を策定するとともに、内閣府の「戦
略的イノベーション創造プログラム（SIP）」
や「官民研究開発投資拡大プログラム
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（PRISM）」等を活用して研究開発を推進
します。

また、Society5.0の実現に向け、産学
官と農業の生産現場が一体となって、オー
プンイノベーションを促進するとともに、
人材・知・資金が循環するよう農林水産業
分野での更なるイノベーション創出を計画
的・戦略的に推進します。

さらに、スマート農業等における研究開
発の国際競争力の強化につながるよう、海
外における我が国の位置付けを把握しなが
ら、研究成果の海外展開を目指し技術シー
ズと海外におけるニーズとのマッチングや
現地政府機関と連携した取組を推進しま
す。その際、民間企業等の研究成果を確実
に利益につなげていくため、知的財産の公
開、秘匿、権利化を使い分け、戦略的に海
外市場を獲得します。
イ　国際農林水産業研究の推進

国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構及び国立研究開発法人国際農林
水産業研究センターにおいて、気候変動に
伴う食料・水資源問題、越境性家畜伝染病
の防疫等地球規模の課題に対応するため、
海外研究機関等との積極的なMOU（研究
協定覚書）の締結や拠点整備を推進しま
す。

また、海外の農業研究機関や国際農業研
究機関の優れた知見や技術を活用し、戦略
的に国際共同研究を実施します。
ウ　科学に基づく食品安全、動物衛生、植物
防疫等の施策に必要な研究の更なる推進

（ア）「レギュラトリーサイエンス研究推進
計画」（平成27年６月策定）で明確化し
た取り組むべき調査研究の内容や課題に
ついて、その進捗状況の検証・見直しを
行うとともに、所管法人、大学、民間企
業、関係学会等への情報提供や研究機関
との意見交換を行い、研究者の認識や理
解の醸成とレギュラトリーサイエンスに
属する研究の拡大を促進します。

（イ）研究開発部局と規制担当部局とが連携

して食品中の危害要因の分析及び低減技
術の開発、家畜の伝染性疾病を防除・低
減する技術や資材の開発、植物病害虫等
侵入及びまん延防止のための検査技術の
開発や防除体系の確立等、リスク管理に
必要な調査研究を推進します。

（ウ）レギュラトリーサイエンスに属する研
究事業の成果を国民に分かりやすい形で
公表します。

また、行政施策・措置とその検討・判
断に活用された科学的根拠となる研究成
果を紹介する機会を設け、レギュラト
リーサイエンスへの理解の醸成を推進し
ます。

（エ）行政施策・措置の検討・判断に当た
り、その科学的根拠となる優れた研究成
果を挙げた研究者を表彰します。

エ　戦略的な研究開発を推進するための環境
整備

（ア）「農林水産研究における知的財産に関
する方針」（平成28年２月策定）を踏ま
え、農林水産業・食品産業に関する研究
に取り組む国立研究開発法人や都道府県
の公設試験場等における知的財産マネジ
メントの強化を図るため、知的財産マネ
ジメントに高度な専門的知識を有する専
門家による指導・助言を行うとともに、
平成30（2018）年度に作成した知的財
産マネジメントに関するマニュアルの充
実・普及を行います。

（イ）最先端技術の研究開発及び実用化に向
けて、国民への分かりやすい情報発信、
意見交換を行い、国民に受け入れられる
環境づくりを進めます。特に、ゲノム編
集技術等の育種利用は、飛躍的な生産性
の向上等が期待される一方、国民的理解
を得ていくことが重要であることから、
より理解が深まるような方策を取り入れ
ながらサイエンスコミュニケーション等
の取組を強化します。

（ウ）我が国の「強み」である技術力を活か
した新たな品種や技術の開発・普及を進
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め、かつ知的財産を総合的に活用するこ
とにより、日本各地で品質やブランド力
等「強み」のある農畜産物を実需者と連
携して生み出すため、「新品種・新技術
の開発・保護・普及の方針」（平成25年
12月策定）に基づく取組等を推進しま
す。

a　実需者や産地が参画したコンソーシア
ムを構築し、ニーズに対応した新品種の
開発等の取組を推進します。

また、実需者等の多様なニーズに対応
するため、従来の育種では困難だった収
量性や品質等の形質の改良等を短期間で
実現するスマート育種システムの開発を
推進します。

b　新品種やICT等の新技術等を活用し
た「強み」のある産地形成を図るため、
実需者、生産者等が連携して新たな産地
形成を行う取組を総合的に支援します。

また、実需者等とも連携した新品種・
新技術の確立、種苗の機動的な供給体制
の整備、農業機械のリース導入、産地基
幹施設整備等の取組を支援します。

c　海外遺伝資源を戦略的に確保するた
め、締約国として食料・農業植物遺伝資
源条約の運営に必要な資金拠出を行うと
ともに、条約の機能を改善するための議
論等に参画するほか、遺伝資源保有国に
おける制度等の調査、遺伝資源の保全の
促進、遺伝資源の取得・利用に関する手
続・実績の確立とその活用に向けた周知
活動等を実施します。

また、二国間共同研究による海外植物
遺伝資源の特性情報の解明等を推進する
ことにより、海外植物遺伝資源へのアク
セス環境を整備します。

オ　開発技術の迅速な普及・定着
（ア）「橋渡し」機能の強化

a　「知」の集積と活用の場による技術革
新

（a）産学官を結び付ける研究開発プラッ
トフォームづくりのため、産学官連携

協議会において、ポスターセッショ
ン、セミナー、ワークショップ等を開
催し、技術シーズ・ニーズに関する情
報交換、意見交換を行います。

（b）研究開発プラットフォームから形
成された研究開発コンソーシアムで行
われる研究開発を国と民間企業等が、
資金を出し合うマッチングファンド方
式等により重点的に支援します。

b　異分野融合研究の強化
工学・医学等異分野の技術を農林水産

分野に導入・活用するための共同研究を
進めるとともに、これまでの研究成果を
社会実装につなげるための講演・セミ
ナーの開催や試作物の展示等を行う機会
を設けるなど、研究開発を推進します。

c　研究開発・普及・生産現場の連携によ
る技術開発・普及

（a）農林水産業・食品産業等における
イノベーションにつながる革新的な技
術の実用化に向けて、基礎から実用化
段階までの研究開発を切れ目なく推進
します。

（b）研究開発から産業化までを一貫し
て支援するため、大学、民間企業等の
地域の関係者による技術開発から改
良、開発実証試験までの取組を切れ目
なく支援します。

（c）全国に配置されたコーディネーター
が、技術開発ニーズ等を収集するとと
もに、マッチング支援や商品化・事業
化に向けた支援等を行い、研究の企画
段階から産学が密接に連携し、早期に
成果を実現できるよう支援します。

（d）農業技術に関する近年の研究成果
のうち、生産現場への導入が期待され
るものを「最新農業技術・品種」とし
て紹介します。

（イ）効果的・効率的な技術・知識の普及指
導

国と都道府県が協同して、高度な技
術・知識を持つ普及指導員を設置し、普
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及指導員が試験研究機関や民間企業等と
連携して農業者に直接接して行う技術・
経営指導等を推進します。これに当たっ
て、普及指導員による新技術や新品種の
導入等に係る地域の合意形成、新規就農
者の支援、地球温暖化及び自然災害への
対応等、公的機関が担うべき分野につい
ての取組を強化します。

また、普及指導員に求められる役割を
発揮し、農業・農村の課題に的確に対応
するため、計画的に研修等を実施し、普
及指導員の資質向上を推進します。

８　気候変動への対応等環境政策の推進
（１）気候変動に対する緩和・適応策の推進

ア　「農林水産省地球温暖化対策計画」（平成
29年３月策定）に基づき、農林水産分野
における地球温暖化対策技術の開発、マ
ニュアル等を活用した省エネ型の生産管理
の普及・啓発や省エネ設備の導入等による
施設園芸の省エネルギー対策、施肥の適正
化を推進します。

イ　農地からのGHGの排出・吸収量の国連
への報告に必要な農地土壌中の炭素量等の
データを収集する調査を行います。

ウ　環境保全型農業直接支払制度により、堆
肥の施用やカバークロップ等、地球温暖化
防止等に効果の高い営農活動に対して支援
します。

エ　バイオマスの変換・利用施設等の整備等
を支援し、農山漁村地域におけるバイオマ
ス等の再生可能エネルギーの利用を推進し
ます。

オ　廃棄物系バイオマスの利活用について
は、平成30（2018）年度から５年間を計
画期間とする「廃棄物処理施設整備計画」

（平成30年６月策定）に基づく施設整備を
推進するとともに、市町村等における生ご
みのメタン化等の活用方策の導入検討を支
援します。

カ　気候変動の緩和に資するため、国際連携
の下、各国の水田におけるGHG排出削減

を実現する総合的栽培管理技術及び農産廃
棄物を有効活用したGHG排出削減に関す
る影響評価手法の開発を推進します。

キ　「気候変動適応法」（平成30年法律第50
号）に定める「気候変動適応計画」（平成
30年11月策定）及び「農林水産省気候変
動適応計画」（平成30年11月改定）等に
基づき、農林水産分野における気候変動の
影響への適応に関する取組を推進するた
め、以下の取組を実施します。

（ア）中長期的な視点に立った我が国の農林
水産業に与える気候変動の影響評価や適
応技術の開発を行うとともに、各国の研
究機関等との連携により気候変動適応技
術の開発を推進します。

（イ）「強み」のある産地形成に向け、生産
者・実需者等が一体となって地球温暖化
に対応する品種・技術を活用する取組を
支援します。

（ウ）農業者等自らが気候変動に対するリス
クマネジメントを行う際の参考となる手
引きを作成します。

（エ）地方公共団体による農林水産分野の地
域気候変動適応計画の策定をサポートす
るため、科学的知見等の情報提供、農林
漁業関係者とのコミュニケーション等を
支援します。

ク　国連気候変動枠組条約等の地球環境問題
に係る国際会議に参画し、農林水産分野に
おける国際的な地球環境問題に対する取組
を推進します。

（２）生物多様性の保全及び利用
ア　「農林水産省生物多様性戦略」（平成24

年２月改定）に基づき、田園地域や里地・
里山の保全・管理を推進します。

イ　食料生産が生物多様性に及ぼす影響に鑑
み、原材料や資材調達を含めた持続可能な
生産・消費の達成に向け「農林水産省生物
多様性戦略」を改定し、グローバルなフー
ドサプライチェーン全体における生物多様
性保全の視点を取り込みます。

ウ　企業等による生物多様性保全活動への支
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援等について取りまとめた農林漁業者及び
企業等向け手引き・パンフレット並びに
UNDB-J（国連生物多様性の10年日本委
員会）のMy行動宣言の更なる促進につな
がる農林水産関係アクション（エコツーリ
ズム、森林ボランティア、藻場の再生等）
の普及・啓発資料を活用し、農林水産分野
における生物多様性保全活動を推進しま
す。

エ　環境保全型農業直接支払制度により、有
機農業や冬期湛

たん
水
すい

管理等、生物多様性保全
等に効果の高い営農活動に対して支援しま
す。

オ　遺伝子組換え農作物に関する取組とし
て、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制
による生物の多様性の確保に関する法律」

（平成15年法律第97号）に基づき、生物
多様性に及ぼす影響についての科学的な評
価、生態系への影響の監視等を継続すると
ともに、未承認の遺伝子組換え農作物の輸
入防止を図るため、栽培用種苗を対象に、
これまでの輸入時のモニタリング検査に加
えて、特定の生産地及び植物種について、
輸入者に対し輸入に先立つ届出や検査を義
務付ける「生物検査」を実施します。

カ　海外遺伝資源を戦略的に確保するため、
締結国として食料・農業植物遺伝資源条約
の運営に必要な資金拠出を行うとともに、
条約の機能を改善するための議論等に参画
するほか、遺伝資源保有国における制度等
の調査、遺伝資源の保全の促進、遺伝資源
の取得・利用に関する手続き・実績の確立
とその活用に向けた周知活動等を実施しま
す。

（３）有機農業の更なる推進
国際水準の有機農業の取組を推進するた

め、以下の取組を実施します。
ア　有機農業指導員の育成や新たに有機農業

に取り組む農業者の技術習得等による人材
育成やオーガニックビジネス実践拠点づく
り等による産地づくりを推進します。

イ　流通・加工・小売事業者等と連携した需

要喚起の取組を支援し、バリューチェーン
の構築を進めます。

ウ　耕作放棄地等を活用した農地の確保とと
もに、有機農業を活かして地域振興につな
げている市町村等のネットワークづくりを
進めます。

エ　有機食品の輸出を促進するため、有機
JAS認証の取得を支援するとともに、諸外
国との有機同等性の取得等を推進します。

また、有機JASについて、消費者がより
合理的な選択ができるよう必要な見直しを
行います。

（４）土づくりの推進
ア　全国的な土づくりを推進するため、都道

府県の土壌調査結果の共有を進めるととも
に、堆肥等の活用を促進します。

また、収量向上効果を含めた土壌診断
データベースの構築に向けて、都道府県と
ともに、土壌専門家を活用しつつ、農業生
産現場における土壌診断の取組と診断結果
のデータベース化の取組を推進するととも
に、ドローン等を用いた簡便かつ広域的な
診断手法や土壌診断の新たな評価軸として
の生物性評価手法の検証・評価を推進しま
す。

イ　「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用
の促進に関する法律」（平成11年法律第
112号）の趣旨を踏まえ、家畜排せつ物の
適正な管理に加え、その利活用を図るた
め、ペレット化や化学肥料との配合等によ
る堆肥の高品質化等を推進します。

（５）農業分野におけるプラスチックごみ問題
への対応

農業分野のプラスチックごみ問題に対応
するため、施設園芸及び畜産における廃プ
ラスチック対策の推進、生分解性マルチ導
入の推進、プラスチックを使用した被覆肥
料の実態調査を行います。

（６）農業の自然循環機能の維持増進とコミュ
ニケーション

ア　有機農業を消費者に分かりやすく伝える
者を増やす取組を推進します。
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イ　気候変動や生物多様性等環境に配慮した
生産を後押しするため、購買行動によりこ
れらの取組を支える持続可能な消費を促進
します。

	Ⅳ	 農村の振興に関する施策

１　地域資源を活用した所得と雇用機会の
確保

（１）中山間地域等の特性を活かした複合経営
等の多様な農業経営の推進

ア　中山間地域等直接支払制度により生産条
件を補正しつつ、「中山間地農業ルネッサ
ンス事業」等により、多様で豊かな農業と
美しく活力ある農山村の実現や、地域コ
ミュニティによる農地等の地域資源の維
持・継承に向けた取組を総合的に支援しま
す。

イ　米、野菜及び果樹等の作物の栽培や畜
産、林業も含めた多様な経営の組合せによ
り所得を確保する複合経営を推進するた
め、経営モデルの検討等を行います。

ウ　中山間地域等の特色を活かした営農と所
得の確保に向けて、必要な地域に対して農
業生産を支える水路、ほ場等の総合的な基
盤整備と、生産・販売施設等との一体的な
整備を推進します。

（２）地域資源の発掘・磨き上げと他分野との
組合せ等を通じた所得と雇用機会の確保
ア　農村発イノベーションをはじめとした地
域資源の高付加価値化の推進

（ア）業務用需要に対応したBtoBの取組の
推進、農泊と連携した観光消費の促進等
に資する新商品開発、農林水産物の加
工・販売施設の整備等の取組を支援しま
す。

（イ）農林水産業・農山漁村に豊富に存在す
る資源を活用した革新的な産業の創出に
向け、農林漁業者等と異業種の事業者と
の連携による新技術等の研究開発成果の
利用を促進するための導入実証や試作品

の製造・評価等の取組を支援します。
（ウ）農林漁業者と中小企業者が有機的に連

携して行う新商品・新サービスの開発や
販路開拓等に係る取組を支援します。

（エ）農村を舞台として新たな価値を創出
し、所得と雇用機会の増大を図るため、

「農村発イノベーション」（活用可能な農
村の地域資源を発掘し、磨き上げた上
で、これまでにない他分野と組み合わせ
る取組）が進むよう、農村で活動する起
業者等が情報交換を通じてビジネスプラ
ンの磨き上げが行えるプラットフォーム
の運営等、多様な人材が農村の地域資源
を活用して新たな事業に取り組みやすい
環境を整備し、現場の創意工夫を促しま
す。

また、現場発の新たな取組を抽出し、
全国で応用できるよう積極的に情報提供
します。

（オ）地域の伝統的農林水産業の価値及び認
知度向上につながる世界農業遺産及び日
本農業遺産の維持・保全及び新規認定に
向けた取組を推進します。

また、歴史的・技術的・社会的価値を
有する世界かんがい施設遺産の認知度向
上及び新規認定に向けた取組を推進しま
す。

イ　農泊の推進
（ア）農泊の推進による農山漁村の所得向上

を実現するため、農泊をビジネスとして
実施するための体制整備や、地域資源を
魅力ある観光コンテンツとして磨き上げ
るための専門家派遣等の取組、農家民宿
や古民家等を活用した滞在施設等の整備
の一体的な支援を行うとともに、日本政
府観光局（JNTO）等と連携して国内外
へのプロモーションを行います。

（イ）観光を通じた地域振興を図るため、地
域の関係者が連携し、地域の幅広い資源
を活用し地域の魅力を高めることによ
り、国内外の観光客が２泊３日以上の滞
在交流型観光を行うことができる「観光
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圏」の整備を促進します。
（ウ）農山漁村が有する教育的効果に着目

し、農山漁村を教育の場として活用する
ため、関係府省が連携し、子供の農山漁
村宿泊体験等を推進するとともに、農山
漁村を都市部の住民との交流の場等とし
て活用する取組を支援します。

ウ　ジビエ利活用の拡大
（ア）鳥獣被害防止にも資する、捕獲鳥獣を

地域資源として利活用する取組を拡大す
るため、処理加工施設や移動式解体処理
車等の整備、ジビエ利用に適した捕獲・
搬入技術を習得した捕獲者及び処理加工
現場における人材の育成、ペットフード
等の多様な用途での利用、ジビエの全国
的な需要拡大のためのプロモーション等
の取組を推進します。

（イ）安全・安心なジビエの供給体制を整備
するため、「野生鳥獣肉の衛生管理に関
する指針（ガイドライン）」（平成26年
11月策定）の遵守による野生鳥獣肉の
安全性確保、国産ジビエ認証制度等の普
及を推進するとともに、捕獲から処理加
工段階までの情報を関係者が共有できる
ネットワークの構築に向けた実証を実施
します。

エ　農福連携の推進
「農福連携等推進ビジョン」（令和元年６

月策定）に基づき、障害者雇用等を通じ農
業経営を改善・発展しようとする際に必要
となる農業生産施設等の整備、農業経営体
と障害者就労施設のニーズをマッチングす
る仕組みや、農業経営体が障害者就労施設
に農作業委託等を短期間行う「お試しノウ
フク」の仕組みの構築、ワンストップ相談
窓口の設置、戦略的プロモーション等を推
進します。

また、障害者の農業分野での定着を支援
する専門人材である「農福連携技術支援
者」の育成のための研修を、農林水産研修
所等において実施します。

オ　農村への農業関連産業の導入等
（ア）「農村地域への産業の導入の促進等に

関する法律」（昭和46年法律第112号）、
「地域経済牽引事業の促進による地域の
成長発展の基盤強化に関する法律」（平
成19年法律第40号）を活用した農村へ
の産業の立地・導入を促進するため、こ
れらの法律による基本計画等の策定や税
制等の支援施策の積極的な活用を推進し
ます。

（イ）農村で活動する起業者等が情報交換を
通じてビジネスプランを磨き上げること
ができるプラットフォームの運営等、多
様な人材が農村の地域資源を活用して新
たな事業に取り組みやすい環境の整備等
により、現場の創意工夫を促進します。

（ウ）農村の多くは地域資源として豊かな森
林を有していることから、健康、観光等
の多様な分野で森林空間を活用して、新
たな雇用と収入機会を確保する「森林
サービス産業」を創出・推進します。

（３）地域経済循環の拡大
ア　バイオマス・再生可能エネルギーの導
入、地域内活用

（ア）バイオマスを基軸とする新たな産業の
振興

a　バイオマスの活用の推進に関する施策
についての基本的な方針、国が達成すべ
き目標等を定めた「バイオマス活用推進
基本計画」（平成28年９月策定）に基づ
き、素材、熱、電気、燃料等への変換技
術を活用し、より経済的な価値の高い製
品等を生み出す高度利用等の取組を推進
します。

また、関係府省の連携の下、地域のバ
イオマスを活用した産業化を推進し、地
域循環型の再生可能エネルギーの強化と
環境に優しく災害に強いまち・むらづく
りを目指すバイオマス産業都市の構築に
向けた取組を支援します。

b　バイオマスの効率的な利用システムの
構築を進めることとし、以下の取組を実
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施します。
（a）農林漁業に由来するバイオマスの

バイオ燃料向け利用の促進を図り、国
産バイオ燃料の生産拡大に資するた
め、「農林漁業有機物資源のバイオ燃
料の原材料としての利用の促進に関す
る法律」（平成20年法律第45号）に
基づく事業計画の認定を行い支援しま
す。

（b）家畜排せつ物等の畜産バイオマス
を活用し、エネルギーの地産地消を推
進するため、バイオガスプラントの導
入を支援します。

（c）下水道を核とした資源・エネルギー
の循環のため、バイオマスである下水
汚泥等の利活用を図り、下水汚泥等の
エネルギー利用、リン回収・利用等を
推進します。

（イ）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

a　「農林漁業の健全な発展と調和のとれ
た再生可能エネルギー電気の発電の促進
に関する法律」（平成25年法律第81号）
を積極的に活用し、農林地等の利用調整
を適切に行いつつ、再生可能エネルギー
の導入と併せて、地域農業の健全な発展
に資する取組や農山漁村における再生可
能エネルギーの地産地消の取組を促進し
ます。

b　農山漁村における再生可能エネルギー
の導入等に向けた事業計画策定、営農型
太陽光発電の電気を農業に活用する取
組、小水力等発電施設の整備に係る調査
設計及び施設整備等の取組を支援しま
す。

イ　農畜産物や加工品の地域内消費
農村に安定的な所得や雇用機会を確保す

るため、学校給食等の食材として地場産農
産物を安定的に生産・供給する体制の構築
やメニュー開発等の取組を支援するととも
に、農産物直売所の運営体制強化のための
検討会の開催及び観光需要向けの商品開発

や農林水産物の加工・販売のための機械・
施設等の整備を支援します。

ウ　農村におけるSDGsの達成に向けた取組
の推進

（ア）農山漁村の豊富な資源をバイオマス発
電や小水力発電等の再生可能エネルギー
として活用し、農林漁業経営の改善や地
域への利益還元を進め、農山漁村の活性
化に資する取組を推進します。

（イ）森林資源をマテリアルやエネルギーと
して地域内で持続的に活用するため、行
政（市町村）が中心となって、地域産
業、地域住民が参画し、担い手確保から
発電・熱利用に至るまで、低コスト化や
森林関係者への利益還元を図る「地域内
エコシステム」の構築に向け、技術者の
現地派遣や相談対応等の技術的サポート
を行う体制の確立、関係者による協議会
の運営、小規模な技術開発等に対する支
援を行います。

（ウ）農村におけるSDGsの達成に向けた取
組事例を普及することにより、環境と調
和した活動に取り組む地方公共団体や企
業等の連携を強化します。

（４）多様な機能を有する都市農業の推進
新鮮な農産物の供給、農作業体験の場や

防災空間の確保等、都市農業が有する多様
な機能を発揮するため、都市住民の理解の
促進を図りつつ、都市農業の振興に向けた
取組を推進します。

また、都市農地の貸借の円滑化に関する
制度が現場で円滑かつ適切に活用されるよ
う、農地所有者と都市農業者、新規就農者
等の多様な主体とのマッチング体制の構築
を促進します。

さらに、都市農業の安定的な継続や多様
な機能の発揮のため、計画的な都市農地の
保全を図る生産緑地、田園住居地域等の積
極的な活用を促進します。
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２　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

（１）地域コミュニティ機能の維持や強化
ア　世代を超えた人々による地域のビジョン
づくり

中山間地域等直接支払制度の活用により
農用地や集落の将来像の明確化を支援する
ほか、農村が持つ豊かな自然や食を活用し
た地域の活動計画づくり等を支援します。
その際、計画の策定等に係る地域の事務負
担の軽減を進めます。

また、地域で共同した耕作・維持活動に
加え、放牧や飼料生産等、少子高齢化・人
口減少にも対応した多様な農地利用方策と
それを実施する仕組みについて、「農村政
策・土地利用の在り方プロジェクト」を設
置して総合的に検討します。
イ　「小さな拠点」の形成の推進
（ア）生活サービス機能等を基幹集落へ集約

した「小さな拠点」の形成に資する地域
の活動計画づくりや実証活動を支援しま
す。

また、「小さな拠点」の更なる形成拡
大と質的向上を図るため、農産物販売施
設、廃校施設等、特定の機能を果たすた
めに設置された施設を多機能化（地域づ
くり、農業振興、観光、文化、福祉、防
犯等）し、地域活性化の拠点等として活
用していくための支援の在り方を検討し
ます。

（イ）地域の実情を踏まえつつ、小学校区等
複数の集落が集まる地域において、生活
サービス機能等を集約・確保し、周辺集
落とをネットワークで結ぶ「小さな拠
点」の形成に向けた取組を推進します。

ウ　地域コミュニティ機能の形成のための場
づくり

地域コミュニティの形成や交流のための
場づくりを推進するため、公民館がNPO
法人や企業、農業協同組合等多様な主体と
連携して地域の人材の育成・活用や地域活
性化を図るための取組を支援します。

（２）多面的機能の発揮の促進
農業の有する多面的機能の発揮を促進す

るため、日本型直接支払制度（多面的機能
支払制度、中山間地域等直接支払制度、環
境保全型農業直接支払制度）、森林・山村
多面的機能発揮対策を推進します。

ア　多面的機能支払制度
（ア）地域共同で行う、農業・農村の有する

多面的機能を支える活動や、地域資源
（農地、水路、農道等）の質的向上を図
る活動を支援します。

（イ）農村地域の高齢化等に伴い集落機能が
一層低下する中、広域化や土地改良区と
の連携による活動組織の体制強化や事務
の簡素化・効率化を進めます。

イ　中山間地域等直接支払制度
（ア）条件不利地域において、引き続き農業

生産活動の維持を通じて多面的機能を確
保するため、中山間地域等直接支払制度
に基づく直接支払を実施します。

（イ）中山間地域等における高齢化や人材不
足の深刻化等の課題を踏まえ、今後も安
心して営農に取り組めるよう交付金返還
措置の見直しとともに、棚田地域におけ
る振興活動や集落の地域運営機能の強化
等、将来を見据えた活動を支援します。

ウ　環境保全型農業直接支払制度
（ア）化学肥料・化学合成農薬の使用を原則

５割以上低減する取組と合わせて行う地
球温暖化防止や生物多様性保全等に効果
の高い営農活動に対して支援します。

（イ）多くの農業者が交付金の取組を実施で
きるよう、リビングマルチ等の取組を全
国共通取組に追加するとともに、地域特
認取組の運用を見直し、都道府県の裁量
を拡大するなどの見直しを実施します。

エ　森林・山村多面的機能発揮対策
地域住民等が集落周辺の里山林において

行う、中山間地域における農地等の維持保
全にも資する森林の保全管理活動等を推進
します。
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（３）生活インフラ等の確保
ア　住居、情報基盤、交通等の生活インフラ
等の確保

（ア）住居等の生活環境の整備
a　住居・宅地等の整備
（a）高齢化や人口減少が進行する農村

において、住みやすい生活環境を整備
するため、農業・生活関連施設の再
編・整備を推進します。

（b）農山漁村における定住や都市と農
山漁村の二地域居住を促進する観点か
ら、関係府省が連携しつつ、計画的な
生活環境の整備を推進します。

（c）優良田園住宅による良質な住宅・
宅地供給を促進し、質の高い居住環境
整備を推進します。

（d）地方定住促進に資する地域優良賃
貸住宅の供給を促進します。

（e）令和２（2020）年１月に改正され
た「地域再生法」（平成17年法律第
24号）に基づき、「農地付き空き家」
に関する情報提供や取得の円滑化を推
進します。

（f）都市計画区域の定めのない町村にお
いて、スポーツ、文化、地域交流活動
の拠点となり、生活環境の改善を図る
特定地区公園の整備を推進します。

b　汚水処理施設の整備
（a）地方創生等の取組を支援する観点

から、地方公共団体が策定する「地域
再生計画」に基づき、関係府省が連携
して道路や汚水処理施設の整備を効率
的・効果的に推進します。

（b）下水道、農業集落排水施設及び浄
化槽等について、未整備地域の整備と
ともに、より一層の効率的な汚水処理
施設整備のために、社会情勢の変化を
踏まえた都道府県構想の見直しの取組
について、関係府省が密接に連携して
支援します。

（c）下水道、農業集落排水施設におい
ては、既存施設について、長寿命化や

老朽化対策を適時・適切に進めるため
の地方公共団体による機能診断等の取
組や更新整備を支援します。

（d）農村における汚水処理施設整備を
効率的に推進するため、農業集落排水
施設と下水道との連携等による施設の
再編や、農業集落排水施設と浄化槽と
の一体的な整備を推進します。

（e）農村地域における適切な資源循環
を確保するため、農業集落排水施設か
ら発生する汚泥や処理水の循環利用を
推進します。

（f）下水道を含む汚水処理の広域化・共
同化に係る計画策定から施設整備まで
総合的に支援する下水道広域化推進総
合事業や従来の技術基準にとらわれず
地域の実情に応じた低コスト、早期か
つ機動的な整備が可能な新たな整備手
法の導入を図る「下水道クイックプロ
ジェクト」等により、効率的な汚水処
理施設の整備を推進します。

（g）地方部において、より効率的な汚
水処理施設である浄化槽の整備を推進
します。特に、循環型社会・低炭素社
会・自然共生社会の同時実現を図ると
ともに、単独処理浄化槽から合併処理
浄化槽への転換を促進するため、環境
配慮型の浄化槽（省エネルギータイプ
に更なる環境性能を追加した浄化槽）
整備や、公的施設に設置されている単
独処理浄化槽の集中的な転換を推進し
ます。

（イ）情報通信環境の整備
高度情報通信ネットワーク社会の実現

に向けて、河川、道路、下水道において
公共施設管理の高度化を図るため、光
ファイバ及びその収容空間を整備すると
ともに、民間事業者等のネットワーク整
備の更なる円滑化を図るため、施設管理
に支障のない範囲で国の管理する河川・
道路管理用光ファイバやその収容空間の
開放を推進します。
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（ウ）交通の整備
a　交通事故の防止、交通の円滑化を確保

するため、歩道の整備や交差点改良等を
推進します。

b　生活の利便性向上や地域交流に必要な
道路、都市まで安全かつ快適な移動を確
保するための道路の整備を推進します。

c　日常生活の基盤としての市町村道から
国土構造の骨格を形成する高規格幹線道
路に至る道路ネットワークの強化を推進
します。

d　多様な関係者の連携により、地方バス
路線、離島航路・航空路等の生活交通の
確保・維持を図るとともに、バリアフ
リー化や地域鉄道の安全性向上に資する
設備の整備等、快適で安全な公共交通の
構築に向けた取組を支援します。

e　地域住民の日常生活に不可欠な交通
サービスの維持・活性化、輸送の安定性
の確保等のため、島しょ部等における港
湾整備を推進します。

f　農産物の海上輸送の効率化を図るた
め、船舶の大型化等に対応した複合一貫
輸送ターミナルの整備を推進します。

g　「道の駅」の整備により、休憩施設と
地域振興施設を一体的に整備し、地域の
情報発信と連携・交流の拠点形成を支援
します。

h　食料品の購入や飲食に不便や苦労を感
じる「食料品アクセス問題」に対する市
町村独自の取組や民間事業者と連携した
取組を推進します。

（エ）教育活動の充実
地域コミュニティの核としての学校の

役割を重視しつつ、地方公共団体におけ
る学校規模の適正化や小規模校の活性化
等に関する更なる検討を促すとともに、
各市町村における検討に資する「公立小
学校・中学校の適正規模・適正配置等に
関する手引」の更なる周知、優れた先行
事例の普及等による取組モデルの横展開
等、活力ある学校づくりに向けたきめ細

やかな取組を推進します。
（オ）医療・福祉等のサービスの充実

a　「第７次医療計画」に基づき、へき地
診療所等による住民への医療提供等農村
を含めたへき地における医療の確保を推
進します。

b　介護・福祉サービスについて、地域密
着型サービス拠点等の整備等を推進しま
す。

（カ）安全な生活の確保
a　山腹崩壊、土石流等の山地災害を防止

するための治山施設の整備や、流木被害
の軽減・防止を図るための流木捕捉式治
山ダムの設置、農地等を飛

ひ
砂
さ

害や風害、
潮害から守るなど重要な役割を果たす海
岸防災林の整備等を通じて地域住民の生
命・財産及び生活環境の保全を図りま
す。特に、「防災・減災、国土強靱化の
ための３か年緊急対策」（平成30年12
月策定）に基づき、治山施設の設置等の
対策を速やかに実施します。

b　山地災害による被害を軽減するため、
治山施設の設置等のハード対策と併せ
て、地域における避難体制の整備等の取
組と連携して、山地災害危険地区を地図
情報として住民に提供するなどのソフト
対策を推進します。

c　高齢者や障害者等の自力避難の困難な
者が入居する要配慮者利用施設に隣接す
る山地災害危険地区等において治山事業
を計画的に実施します。

d　激甚な水害の発生や床上浸水の頻発に
より、国民生活に大きな支障が生じた地
域等において、被害の防止・軽減を目的
として、治水事業を実施します。

e　土砂災害の発生のおそれのある箇所に
おいて、砂防堰

えん
堤
てい

等の土砂災害防止施設
の整備や警戒避難体制の充実・強化等、
ハード・ソフト一体となった総合的な土
砂災害対策を推進します。

また、近年、死者を出すなど甚大な土
砂災害が発生した地域の再度災害防止対
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策を推進します。
f　南海トラフ地震や首都直下地震等によ

る被害の発生及び拡大、経済活動への甚
大な影響の発生等に備え、防災拠点、重
要交通網、避難路等に影響を及ぼすほ
か、孤立集落発生の要因となり得る土砂
災害の発生のおそれのある箇所におい
て、土砂災害防止施設の整備を戦略的に
推進します。

g　社会福祉施設、医療施設等の要配慮者
利用施設が存在する土砂災害の発生のお
それのある箇所において、土砂災害防止
施設を重点的に整備します。

h　土砂災害から人命を保護するため、
「土砂災害警戒区域等における土砂災害
防止対策の推進に関する法律」（平成12
年法律第57号）に基づき、土砂災害警
戒区域等の指定を促進し、土砂災害のお
それのある区域についての危険の周知、
警戒避難体制の整備及び特定開発行為の
制限を実施します。

i　農地災害等を防止するため、ハード整
備に加え、防災情報を関係者が共有する
システムの整備や減災のための指針づく
り等のソフト対策を推進し、地域住民の
安全な生活の確保を図ります。

j　橋
きょう

梁
りょう

の耐震対策、道路斜面や盛土等の
防災対策、災害のおそれのある区間を回
避する道路整備を推進します。

また、冬期の道路ネットワークを確保
するため、道路の除雪、防雪、凍雪害防
止を推進します。

イ　定住条件整備のための総合的な支援
（ア）定住条件が不十分な地域（中山間・離

島等）においては、生活面の対応を強化
しなければ若い農業者が住み続けられ
ず、こうした地域の主産業である農業を
継続できなくなるおそれがあることか
ら、農村地域の医療、交通、買い物等の
生活サービスを強化するため、ICTを
活用した定住条件の整備のための取組を
支援します。

（イ）中山間地域等において、必要な地域に
対して、農業生産基盤の総合的な整備と
農村振興に資する施設の整備を一体的に
推進し、定住条件を整備します。

（ウ）水路等への転落防止用の安全施設の整
備等の農業水利施設の安全対策を推進し
ます。

（４）鳥獣被害対策等の推進
ア　「鳥獣による農林水産業等に係る被害の

防止のための特別措置に関する法律」（平
成19年法律第134号）に基づき、市町村
による被害防止計画の作成及び鳥獣被害対
策実施隊の設置・体制強化を推進します。

イ　鳥獣の急速な個体数増加や分布拡大によ
り、被害が拡大するおそれがあることか
ら、関係省庁が連携・協力し、個体数等の
削減に向けて、「抜本的な鳥獣捕獲強化対
策」（平成25年12月策定）及び「ニホン
ザル被害対策強化の考え方」（平成26年４
月策定）に基づき、捕獲等の対策を推進し
ます。

ウ　野生鳥獣被害の深刻化・広域化に対応す
るため、市町村が作成する被害防止計画に
基づく、鳥獣の捕獲体制の整備、捕獲機材
の導入、侵入防止柵の設置、鳥獣の捕獲・
追払い、緩衝帯の整備を推進します。

エ　東日本大震災や東電福島第一原発事故に
伴う捕獲活動の低下による鳥獣被害の拡大
を抑制するための侵入防止柵の設置等を推
進します。

オ　鳥獣の生息環境にも配慮した森林の整
備・保全活動等を推進します。

カ　鳥獣被害対策のアドバイザーを登録・紹
介する取組を推進するとともに、地域にお
ける技術指導者の育成を図るため、普及指
導員、市町村職員、農林漁業団体職員等を
対象とする研修を実施します。

キ　ICT等を活用した効率的なスマート捕
獲の技術の開発・普及を推進します。
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３　農村を支える新たな動きや活力の創出
（１）地域を支える体制及び人材づくり
ア　地域運営組織の形成等を通じた地域を持
続的に支える体制づくり

（ア）地域運営組織の形成等を通じた地域を
持続的に支える体制づくりについて検討
します。

（イ）中山間地域等直接支払制度の集落機能
強化加算、集落協定広域化加算により、
地域づくり団体の設立や集落協定の広域
化等を支援します。

イ　地域内の人材の育成及び確保
地域人口の急減に直面している地域にお

いて、「地域人口の急減に対処するための
特定地域づくり事業の推進に関する法律」
の仕組みを活用し、地域内の様々な事業者
を多業により支える地域づくり人材の確保
及びその活躍を推進することにより、地域
社会の維持及び地域経済の活性化を図るた
めに、モデルを示しつつ、本制度の周知を
図ります。
ウ　関係人口の創出・拡大や関係の深化を通
じた地域の支えとなる人材の裾野の拡大

（ア）農山漁村において、就職氷河期世代を
含む潜在的就農希望者を対象に農林水産
業の体験研修を行うとともに、地域にお
ける様々な社会活動にも参加し、農山漁
村への理解を深めてもらうことにより、
農山漁村に関心を持つ人材を発掘する取
組を支援します。

（イ）関係人口の拡大や関係の深化を通じた
地域の支えとなる人材の裾野の拡大を図
るための仕組みについて検討を行いま
す。

（ウ）子供の農山漁村での宿泊による農林漁
業体験等を行うための受入環境の整備を
行います。

（エ）居住・就農を含む就労・生活支援等の
総合的な情報をワンストップで提供する
相談窓口の整備を推進します。

エ　多様な人材の活躍による地域課題の解決
「農泊」をビジネスとして実施する体制

を整備するため、地域外の人材の活用に対
して支援します。

また、民間事業者と連携し、技術を有す
る企業や志ある若者等の斬新な発想を採り
入れた取組や、特色ある農業者や地域課題
の把握、対策の検討等を支援する取組等を
推進します。

（２）農村の魅力の発信
ア　副業・兼業などの多様なライフスタイル
の提示

農村で副業・兼業等の多様なライフスタ
イルを実現するための支援のあり方につい
て検討します。

イ　棚田地域の振興と魅力の発信
棚田の保全と棚田地域の振興を図るた

め、地域の創意工夫を活かした取組を、
「棚田地域振興法」（令和元年法律第42号）
に基づき、関係府省で連携して総合的に支
援します。

ウ　様々な特色ある地域の魅力の発信
（ア）「「子どもの水辺」再発見プロジェク

ト」の推進、水辺整備等により、河川に
おける交流活動の活性化を支援します。

（イ）「歴史的砂防施設の保存活用ガイドラ
イン」（平成15年５月策定）に基づき、
景観整備・散策路整備等の周辺整備等を
推進します。

また、歴史的砂防施設及びその周辺環
境一帯を地域の観光資源の核に位置付け
るなど、新たな交流の場の形成を推進し
ます。

（ウ）「エコツーリズム推進法」（平成19年
法律第105号）に基づき、エコツーリ
ズム推進全体構想の認定・周知、技術的
助言、情報の収集、普及・啓発、広報活
動等を総合的に実施します。

（エ）自然観光資源を活用したエコツーリズ
ムを推進するため、エコツーリズム推進
全体構想の作成、魅力あるプログラムの
開発、ガイド等の人材育成等、地域にお
ける活動の支援を行います。

（オ）良好な農村景観の再生・保全を図るた
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め、コンクリート水路沿いの植栽等、土
地改良施設の改修等を推進します。

（カ）河川においては、湿地の保全・再生や
礫
れき

河原の再生等、自然再生事業を推進し
ます。

（キ）魚類等の生息環境改善等のため、河川
等に接続する水路との段差解消により水
域の連続性の確保、生物の生息・生育環
境を整備・改善する魚のすみやすい川づ
くりを推進します。

（ク）「景観法」（平成16年法律第110号）
に基づく景観農業振興地域整備計画、

「地域における歴史的風致の維持及び向
上に関する法律」（平成20年法律第40
号）に基づく歴史的風致維持向上計画の
制度の活用を通じ、特色ある地域の魅力
の発信を推進します。

（ケ）「文化財保護法」（昭和25年法律第
214号）に基づき、農村に継承されてき
た民俗文化財に関して、特に重要なもの
を重要有形民俗文化財や重要無形民俗文
化財に指定するとともに、その修理や伝
承事業等に対する補助を行います。

（コ）保存及び活用が特に必要とされる有形
の民俗文化財について登録有形民俗文化
財に登録するとともに、保存箱等の修
理・新調に対する補助を行います。

（サ）棚田や里山等の文化的景観や歴史的集
落等の伝統的建造物群のうち、特に重要
なものをそれぞれ重要文化的景観、重要
伝統的建造物群保存地区として選定し、
修理・防災等の保存及び活用に対して支
援します。

（シ）地域の歴史的魅力や特色を通じて我が
国の文化・伝統を語るストーリーを「日
本遺産」として認定し、コンテンツ制作
やガイド育成等に対して必要な支援を行
います。

（３）多面的機能に関する国民の理解の促進等
地域の伝統的農林水産業の継承や地域経

済の活性化等につながる世界農業遺産及び
日本農業遺産の維持・保全及び新規認定に

向けた取組を推進します。
また、歴史的・技術的・社会的価値を有

する世界かんがい施設遺産の認知度向上及
び新規認定に向けた取組を推進するほか、
国民の認知度向上に向けた取組を実施しま
す。

さらに、農村のポテンシャルを引き出し
て地域の活性化や所得向上に取り組む優良
事例を選定し、全国へ発信することを通じ
て、国民への理解の促進・普及等を図ると
ともに、農業の多面的機能の評価に関する
調査、研究等を進めます。

４　Ⅳ１～３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

農村の実態や要望について、農林水産省が
中心となって、都道府県や市町村、関係府省
や民間とともに、現場に出向いて直接把握
し、把握した内容を調査・分析した上で、課
題の解決を図る取組を継続的に実施するため
の仕組みについて、地域振興施策を担う都道
府県や市町村等の人材育成等の点も含めて検
討を行います。

	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

１　東日本大震災からの復旧・復興
「「復興・創生期間」における東日本大震災

からの復興の基本方針」（平成31年３月改定）
に沿った復興に向けた支援として、「農業・農
村の復興マスタープラン」（平成29年６月改
定）や「避難指示解除準備区域等における公
共インフラ復旧の工程表」に沿って、農地の
大区画化等の取組を推進するとともに、被害
が甚大な農地や避難指示区域内の農地の復旧
と早期の営農再開に向けた支援を行います。

また、「東日本大震災復興特別区域法」（平
成23年法律第122号）に沿って、関係府省
が連携し、津波被災地域等の円滑かつ迅速な
復興を図ります。
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（１）地震・津波災害からの復旧・復興
ア　農地等の生産基盤の復旧・整備
（ア）被災した農地や農業用施設等の着実な

復旧を進めます。
（イ）地震により損壊のおそれがある農業水

利施設の改修・整備等を実施します。
（ウ）福島県（避難区域を除く）において

は、個々の市町村の状況に応じて、災害
廃棄物等の処理を進めることが必要であ
り、災害廃棄物処理代行事業により、市
町への支援を継続します。避難区域につ
いては、「対策地域内廃棄物処理計画」

（平成25年12月改定）に基づき、国が
災害廃棄物等の処理を着実に進めていき
ます。

イ　経営の継続・再建
（ア）東日本大震災により被災した農業者等

に対して、速やかな復旧・復興のために
必要となる資金が円滑に融通されるよう
利子助成金等を交付します。

（イ）海水が流入した浸水農地にあっても、
除塩により収穫が可能と見込まれる農地
については、現地調査を行い、水稲等の
生育状況を踏まえて共済引受を行いま
す。

ウ　東日本大震災農業生産対策交付金による
生産手段の回復

震災の影響により低下した被災地の生産
力の回復、農畜産物の販売力の回復等に向
けた取組を支援するため、都道府県向け交
付金を交付します。
エ　再生可能エネルギーの導入

被災地域に存在する再生可能エネルギー
を活用し小水力等発電施設の整備に係る調
査設計等の取組を支援します。
オ　農山漁村対策

被災産地の復興・創生のため、状況変化
等に起因して新たに現場が直面している課
題を対象に先端技術の現地実証を行うとと
もに、実用化された技術体系の速やかな社
会実装を促進します。

カ　東日本大震災復興交付金
（ア）被災市町村が農業用施設・機械を整備

し、被災農業者に貸与等することによ
り、被災農業者の農業経営の再開を支援
します。

（イ）震災によって著しい被害を受けた地域
において、畦

けい
畔
はん

除去等による区画拡大や
暗
あん

渠
きょ

排水等の農地の整備、老朽施設の更
新等の農業水利施設の整備をきめ細かく
支援します。

（ウ）被災地域における農地・農業用施設や
集落道等の整備を推進します。

（エ）被災地域の復旧・復興のため、生産施
設、地域間交流拠点施設等の整備を支援
します。

（２）原子力災害からの復旧・復興
ア　食品中の放射性物質の検査体制及び食品
の出荷制限

（ア）食品中の放射性物質の基準値を踏ま
え、検査結果に基づき、都道府県に対し
て食品の出荷制限・摂取制限の設定・解
除を行います。

（イ）都道府県等に食品中の放射性物質の検
査を要請します。

また、都道府県の検査計画策定の支
援、都道府県等からの依頼に応じた民間
検査機関での検査の実施、検査機器の貸
与・導入等を行います。

さらに、都道府県等が行った検査の結
果を集約し、公表します。

（ウ）消費者の安全・安心を一層確保するた
め、独立行政法人国民生活センターと共
同して、希望する地方公共団体に放射性
物質検査機器を貸与し、消費サイドで食
品の放射性物質を検査する体制の整備を
支援します。

イ　稲の作付再開に向けた支援
令和２（2020）年産稲の作付制限区域

及び農地保全・試験栽培区域における稲の
試験栽培、作付再開準備区域における実証
栽培等の取組を支援します。
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ウ　放射性物質の吸収抑制対策
放射性物質の農作物への吸収抑制を目的

とした資材の施用、品種・品目転換等の取
組を支援します。
エ　農業系副産物循環利用体制の再生・確立

放射性物質の影響から、利用可能である
にもかかわらず循環利用が寸断されている
農業系副産物の循環利用体制の再生・確立
を支援します。
オ　避難区域等の営農再開支援
（ア）避難区域等において、除染終了後から

営農が再開されるまでの間の農地等の保
全管理、鳥獣被害防止緊急対策、放れ畜
対策、営農再開に向けた作付・飼養実
証、避難先からすぐに帰還できない農家
の農地の管理耕作、収穫後の汚染防止対
策、水稲の作付再開、新たな農業への転
換及び農業用機械・施設、家畜等の導入
を支援します。

（イ）福島相双復興官民合同チームの営農再
開グループが、農業者を個別に訪問して、
要望調査や支援策の説明を行います。

（ウ）原子力被災12市町村に対し、福島県
や農業協同組合と連携して人的支援を行
い、営農再開を加速化します。

カ　農産物等輸出回復
諸外国・地域において日本産食品に対す

る輸入規制が行われていることから、関係
省庁が協力し、各種資料・データを提供し
つつ輸入規制の撤廃・緩和に向けた働き掛
けを実施します。
キ　福島県産農産物等の風評の払拭

福島県の農業の再生に向けて、生産から
流通・販売に至るまで、風評の払拭を総合
的に支援します。
ク　農産物等消費拡大推進

被災地及び周辺地域で生産された農林水
産物及びそれらを活用した食品の消費の拡
大を促すため、生産者や被災地の復興を応
援する取組を情報発信するとともに、被災
地産食品の販売促進等、官民の連携による
取組を推進します。

ケ　農地土壌等の放射性物質の分布状況等の
推移に関する調査

今後の営農に向けた取組を進めるため、
農地土壌等の放射性核種の濃度を測定し、
農地土壌の放射性物質濃度の推移を把握し
ます。

コ　放射性物質対策技術の開発
東電福島第一原発事故の影響を受けた被

災地の復興のため、放射性セシウム吸収抑
制対策としてのカリウム施肥の適正化、除
染作業に伴い低下した農地の生産力の回
復、農地の省力的維持管理のための技術開
発等を行います。

サ　ため池等の放射性物質のモニタリング調
査、ため池等の放射性物質対策

ため池等における水質・底質の放射性物
質の経年変化等を把握するため、放射性物
質のモニタリング調査等を行います。

また、市町村等がため池の放射性物質対
策を効果的・効率的に実施できるよう技術
的助言等を行います。

シ　東電福島第一原発事故で被害を受けた農
林漁業者への賠償等

東電福島第一原発事故により農林漁業者
等が受けた被害については、東京電力ホー
ルディングス株式会社から適切かつ速やか
な賠償が行われるよう、関係省庁、東京電
力ホールディングス株式会社等との連絡を
密にし、必要な情報提供や働き掛けを実施
します。

ス　食品と放射能に関するリスクコミュニ
ケーション

食品中の放射性物質に関する消費者の理
解を深めるため、関係府省、各地方公共団
体及び消費者団体等が連携した意見交換会
等のリスクコミュニケーションの取組を促
進します。

セ　福島再生加速化交付金
（ア）農地・農業用施設の整備や農業水利施

設の保全管理、ため池の放射性物質対策
等を支援します。

（イ）生産施設、地域間交流拠点施設等の整
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備を支援します。
（ウ）地域の実情に応じ、農地の畦

けい
畔
はん

除去に
よる区画拡大や暗

あん
渠
きょ

排水整備等の簡易な
基盤整備を支援します。

（エ）被災市町村が農業用施設・機械を整備
し、被災農業者に貸与等することによ
り、被災農業者の農業経営の再開を支援
します。

（オ）木質バイオマスや小水力等再生可能エ
ネルギー供給施設、木造公共建築物等の
整備を支援します。

２　大規模自然災害への備え
（１）災害に備える農業経営の取組の全国展開
等

ア　自然災害等の農業経営へのリスクに備え
るため、農業用ハウスの保守管理の徹底や
補強、低コスト耐候性ハウスの導入、農業
保険等の普及促進・利用拡大、BCPの普
及等、災害に備える農業経営に向けた取組
を全国展開します。

イ　地域において、農業共済組合や農業協同
組合等の関係団体等による推進体制を構築
し、作物ごとの災害対策に係る農業者向け
の研修やリスクマネジメントの取組事例の
普及、農業高校、農業大学校等における就
農前の啓発の取組等を推進します。

ウ　卸売市場における電源確保対策や業務継
続のための施設整備等を推進します。

エ　基幹的な畜産関係施設等における電源確
保対策を推進します。

（２）異常気象などのリスクを軽減する技術の
確立・普及

地球温暖化に対応する品種・技術を活用
し、「強み」のある産地形成に向け、生産
者・実需者等が一体となって先進的・モデ
ル的な実証や事業者のマッチング等に取り
組む産地を支援します。

（３）農業・農村の強
きょう
靱
じん
化に向けた防災・減災

対策
ア　基幹的な農業水利施設やため池等の耐震

診断、耐震対策や豪雨対策等のソフト面と

ハード面を組み合わせた防災・減災対策を
実施します。特に、ため池については、防
災重点ため池を中心に、防災・減災対策の
一層の推進を図ります。

イ　津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の
変動による被害等から農地等を防護するた
め、海岸保全施設の整備等を実施します。

ウ　「農業用ため池の管理及び保全に関する
法律」に基づき、ため池の決壊による周辺
地域への被害の防止に必要な措置を進めま
す。

エ　新たに改定した排水の計画基準に基づき、
農業水利施設等の排水対策を推進します。

（４）初動対応をはじめとした災害対応体制の
強化

ア　災害対応体制の強化のため、地方農政局
等と農林水産本省との連携体制の構築を促
進するとともに、地方農政局等の体制を強
化します。

イ　地方公共団体における災害対応職員の不
足に対応するため、国からの派遣人員

（MAFF-SAT）の充実等、国の応援体制
の充実を図ります。

ウ　被災地のニーズの変化を的確に捉え、被
災者に寄り添った丁寧な対応を行うため、
被災者支援のフォローアップ体制の充実を
図ります。

（５）不測時における食料安定供給のための備
えの強化

ア　食料のサプライチェーンの機能を維持す
るため、食品産業事業者によるBCPの策
定や事業者、地方公共団体等の連携・協力
体制を構築します。

また、卸売市場における電源確保対策や
業務継続のための施設整備等を促進しま
す。

イ　米の備蓄運営について、米の供給が不足
する事態に備え、国民への安定供給を確保
するため、100万ｔ程度（令和２年６月末
時点）の備蓄保有を行います。

ウ　輸入依存度の高い小麦について、大規模
自然災害の発生時にも安定供給を確保する
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ため、外国産食糧用小麦需要量の2.3か月
分を備蓄し、そのうち政府が1.8か月分の
保管料を助成します。

エ　輸入依存度の高い飼料穀物について、不
測の事態における海外からの供給遅滞・途
絶、国内の配合飼料工場の被災に伴う配合
飼料の急激な逼

ひっ
迫
ぱく

等に備え、配合飼料メー
カー等がBCPに基づいて実施する飼料穀
物の備蓄、災害に強い配合飼料輸送等の検
討の取組に対して支援します。

オ　食品の家庭備蓄の定着に向けて、企業、
地方公共団体や教育機関と連携しつつ、
ローリングストック等による日頃からの家
庭備蓄の重要性や、乳幼児、高齢者、食物
アレルギー等への配慮の必要性に関する普
及啓発を行います。

３　大規模自然災害からの復旧
（１）被災した地方公共団体等へMAFF-SAT

を派遣し、迅速な被害の把握や被災地の早
期復旧を支援します。

（２）地震や豪雨等の自然災害により被災した
農業者の早期の営農再開を図るため、図面
の簡素化等、災害査定の効率化を進めると
ともに、査定前着工制度の活用を促進し、
被災した農地、農業用施設等の早期復旧を
支援します。

	Ⅵ	 団体に関する施策

ア　農業協同組合系統組織
平成28（2016）年４月に改正された

「農業協同組合法」に基づき、農業者の所
得向上に向けた自己改革を進めていくため
の取組を促進します。
イ　農業委員会系統組織

平成28（2016）年４月に改正された
「農業委員会等に関する法律」に基づく取
組状況を定期的に点検し、制度を円滑に実
施します。「人・農地プラン」の実質化に
向けた積極的な取組を推進し、農地利用最

適化推進委員による現場活動等を通じて、
担い手への農地集積等農地利用の最適化を
一層促進します。

ウ　農業共済団体
農業協同組合等の関係団体等と連携した

推進体制を構築し、農業保険を推進します。
また、農業保険を普及する職員の能力強

化、全国における１県１組合化の実現、農
業被害の防止に係る情報・サービスの農業
者への提供及び広域被害等の発生時におけ
る円滑な保険事務等の実施体制の構築を推
進します。

エ　土地改良区
土地改良区の組織運営基盤の強化を図る

ため、広域的な合併や土地改良区連合の設
立に対する支援等を行います。

また、「土地改良法の一部を改正する法
律」（平成30年法律第43号）に基づき、
土地改良区の業務運営の適正化を図る取組
を推進します。

	Ⅶ	 食と農に関する国民運動の展開等を通
じた国民的合意の形成に関する施策

我が国の食と環境を支える農業・農村への
国民理解の醸成に向けて、「SDGs・食料消
費プロジェクト」において、継続的かつ効果
的な取組を推進するとともに、品目ごとの消
費拡大に向けた取組状況を検証するなど、必
要な措置を講じます。

	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

令和２（2020）年４月に閣議決定された
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」
に基づき、農林漁業者、外食事業者、食品流
通事業者の事業継続のための資金繰り支援に
加え、労働力確保のための支援や農林水産業
の経営不安に対処する支援、生産・供給体制
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を維持するための販売促進等の取組の支援、
飲食業を対象とする官民一体型の需要喚起
キャンペーン、輸出力の維持・強化に向けた
プロモーション、施設整備等への支援等の施
策を実施するとともに、各地域での状況の推
移を見つつ、機動的に対応します。

	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

１　国民視点や地域の実態に即した施策の
展開

（１）幅広い国民の参画を得て施策を推進する
ため、国民との意見交換等を実施します。

（２）農林水産省Webサイト等の媒体による
意見募集を実施します。

（３）農林水産省本省の意図・考え方等を地方
機関に浸透させるとともに、地方機関が把
握している現場の状況を適時に本省に吸い
上げ施策立案等に反映させるため、必要に
応じて地方農政局長等会議を開催します。

２　EBPMと施策の進捗管理及び評価の推進
（１）施策の企画・立案に当たっては、達成す

べき政策目的を明らかにした上で、合理的根
拠に基づく施策の立案（EBPM）を推進しま
す。

（２）「行政機関が行う政策の評価に関する法律」
（平成13年法律第86号）に基づき、主要な
施策について達成すべき目標を設定し、定
期的に実績を測定すること等により評価を
行い、結果を施策の改善等に反映します。
行政事業レビューの取組により、事業等に
ついて実態把握及び点検を実施し、結果を
予算要求等に反映します。

また、政策評価書やレビューシート等に
ついては、農林水産省Webサイトで公表
します。

（３）施策の企画・立案段階から決定に至るま
での検討過程において、施策を科学的・客

観的に分析し、その必要性や有効性を明ら
かにします。

（４）農政の推進に不可欠な情報インフラを整
備し、的確に統計データを提供します。

ア　農家等の経営状況や作物の生産に関する
実態を的確に把握するため、農業経営統計
調査、作物統計調査等を実施します。

イ　統計調査の基礎となる筆ポリゴンを活用
し各種農林水産統計調査を効率的に実施す
るとともに、オープンデータとして提供し
ている筆ポリゴンについて、利用者の利便
性向上に向けた取組を実施します。

ウ　６次産業化に向けた取組状況を的確に把
握するため、農業経営体等を対象とした調
査を実施します。

エ　「2020年農林業センサス」において農
林業経営体調査の取りまとめ及び農山村地
域調査の実査・取りまとめを行い、その概
要について公表します。

オ　専門調査員の導入による調査の外部化を
推進し、質の高い信頼性のある統計データ
の提供体制を確保します。

また、市場化テスト（包括的民間委託）
を導入した統計調査を実施します。

３　効果的かつ効率的な施策の推進体制
（１）地方農政局等の各都道府県拠点を通じて、

地方公共団体や関係団体等と連携強化を図
り、各地域の課題やニーズを捉えた的確な
農林水産施策の推進を実施します。

（２）SNS等のデジタル媒体を始めとする複数
の広報媒体を効果的に組み合わせた広報活
動を推進します。

４　行政のデジタルトランスフォーメーショ
ンの推進

農業のデジタルトランスフォーメーション
（農業DX）を実現するため、以下の取組を
通じて、農業政策や行政手続等の事務につい
てもデジタルトランスフォーメーションを推
進します。

（１）eMAFFの構築と併せた法令に基づく手
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続や補助金・交付金の手続における添付書
類や申請パターン等の抜本見直し、デジタ
ル技術の積極活用による業務の抜本見直し、
行政関係データの連携等を促進します。

（２）データサイエンスを推進する職員の養
成・確保等職員の能力向上を図るとともに、
得られたデータを活用したEBPMや政策評
価を積極的に実施します。

５　幅広い関係者の参画と関係府省の連携
による施策の推進

食料自給率の向上に向けた取組を始め、政
府一体となって実効性のある施策を推進しま
す。

６　SDGsに貢献する環境に配慮した施策の
展開
「農林水産省環境政策の基本方針」（令和２

年３月策定）を踏まえ、①環境負荷低減への
取組と、環境も経済も向上させる環境創造型
産業への進化、②生産から廃棄までのサプラ
イチェーンを通じた取組と、これを支える政
策のグリーン化及び研究開発の推進、③事業
体としての農林水産省の環境負荷低減の取組
と自己改革に配慮しつつ施策を実施します。

７　財政措置の効率的かつ重点的な運用
厳しい財政事情の下で予算を最大限有効に

活用する観点から、既存の予算を見直した上
で「農林水産業・地域の活力創造プラン」に
基づき、新たな農業・農村政策を着実に実行
するための予算に重点化を行い、財政措置を
効率的に運用します。
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