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特集 1

新たな食料・農業・農村基本計画

食料・農業・農村基本計画は、食料・農業・農村基本法に基づき策定する、10 年程度

先までの、食料・農業・農村に関する各種施策の基本的な方針です。本特集では、平成

12（2000）年以降に策定された食料・農業・農村基本計画や、基本計画の中で定められ
た食料自給率 1 目標等を概観した後、令和２（2020）年３月に閣議決定された新たな基
本計画の概要について記述します。

（１）これまでの食料・農業・農村基本計画
（前基本計画までの目標と施策）

平成 11（1999）年７月に、食料・農業・農村に関する施策の基本理念及びその実現を

図るために基本となる事項を定めた、食料・農業・農村基本法（以下「基本法」という。
）
が制定され、以降、基本法が掲げる食料の安定供給の確保、多面的機能の発揮、農業の持
続的発展及び農村の振興という４つの基本理念を具体化するための施策が推進されてきま
した。

食料・農業・農村基本計画（以下「基本計画」という。）は、基本法に掲げる基本理念

に沿った具体的な施策展開のプログラムであり、食料・農業・農村をめぐる情勢の変化等
を踏まえ、おおむね５年ごとに変更することとされています。

最初の基本計画は、平成 12（2000）年に策定され、食生活指針の策定、不測時におけ

る食料安全保障 2 マニュアルの策定、効率的かつ安定的な農業経営が相当部分を担う農業
構造の確立、価格政策から所得政策への転換、中山間地域等直接支払制度の導入等が位置

付けられました（図表 特 1-1）。次に平成 17（2005）年基本計画では、食の安全と消費

者の信頼の確保、食事バランスガイドの策定等食育の推進、地産地消 3 の推進、担い手を

対象とした水田・畑作経営所得安定対策の導入、農地・水・環境保全向上対策の導入、バ

イオマス 4 利活用等自然循環機能の維持増進、農林水産物・食品の輸出促進等の施策を展

開することとされました。さらに、平成 22（2010）年基本計画では、食の安全と消費者
の信頼の確保、総合的な食料安全保障の確立、戸別所得補償制度の導入、生産・加工・販

売の一体化や輸出促進等による農業・農村の６次産業化 5 等の推進等が位置付けられまし

た。その後、平成 27（2015）年基本計画では、国産農産物の消費拡大、
「和食」の保護・

継承、農地中間管理機構のフル稼働、米政策改革の着実な推進、多面的機能支払制度等の
着実な推進、東日本大震災からの復旧・復興、農協改革や農業委員会改革の推進等の施策
を展開することとされました。
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用語の解説３（１）を参照

図表 特 1-1

これまでの食料・農業・農村基本計画の主な内容

○
○
○

特集

平成 11（1999）年７月

食料・農業・農村基本法の成立

食料、農業及び農村に関する施策の基本理念及び実現を図るために基本となる事項を規定
基本理念として、①食料の安定供給の確保、②多面的機能の発揮、
③農業の持続的な発展、④農村の振興の４点を明記
食料・農業・農村基本計画では、食料自給率の目標を定めるとともに、食料、農業及び農村に関し、政府が総合的か
つ計画的に講ずべき施策等を定めるべきことを規定
※ 太字は主要施策

平成 12（2000）年３月

食料・農業・農村基本計画の決定

○ 食生活指針の策定
食料自給率目標（平成 22 年度） ○ 不測時における食料安全保障マニュアルの策定
供給熱量ベース
45％ ○ 効率的かつ安定的な農業経営が相当部分を担う農業構造の確立
（参考）金額ベース
74％ ○ 価格政策から所得政策への転換
○ 中山間地域等直接支払制度の導入 等
平成 17（2005）年３月

食料・農業・農村基本計画の改定

○
○
食料自給率目標（平成 27 年度）
○
供給熱量ベース
45％
○
生産額ベース
76％
○
○
平成 22（2010）年３月

食料・農業・農村基本計画の改定

食料自給率目標（令和２年度）
供給熱量ベース
50％
生産額ベース
70％
平成 27（2015）年３月

食の安全と消費者の信頼の確保
食事バランスガイドの策定等食育の推進、地産地消の推進
担い手を対象とした水田・畑作経営所得安定対策の導入
農地・水・環境保全向上対策の導入
バイオマス利活用等自然循環機能の維持増進
農林水産物・食品の輸出促進 等

○ 食の安全と消費者の信頼の確保
○ 総合的な食料安全保障の確立
○ 戸別所得補償制度の導入
○ 生産・加工・販売の一体化、輸出促進等による農業・農村の６次産業化等の推進
○ 農業生産力強化に向けた農業生産基盤整備の抜本見直し 等

食料・農業・農村基本計画の改定

食料自給率目標（令和７年度）
供給熱量ベース
45％
生産額ベース
73％

○ 国産農産物の消費拡大、「和食」の保護・継承
○ 農地中間管理機構のフル稼働
○ 米政策改革の着実な推進
○ 多面的機能支払制度等の着実な推進
○ 東日本大震災からの復旧・復興
○ 農協改革や農業委員会改革の推進 等

資料：農林水産省作成

また、基本法第 15 条において、
「食料自給率の目標は、その向上を図ることを旨とし、

国内の農業生産及び食料消費に関する指針として定める」こととされており、それぞれの
基本計画に総合食料自給率の目標が設定されています。

平成 12（2000）年基本計画では、計画期間内における実現可能性を考慮し、平成 22

（2010）年度に供給熱量 1 ベースで 45％とする目標が定められました。次の平成 17
（2005）年基本計画では、平成 27（2015）年度に供給熱量ベースで 45％とすることに

加え、比較的低カロリーである野菜、果実等の生産活動をより適切に反映する観点から、
前回は参考として示されていた生産額ベースについて、76％とする目標が定められまし

た。さらに平成 22（2010）年基本計画では、
「我が国が持てる資源をすべて投入した時
にはじめて可能となる高い目標」として、令和２（2020）年度に供給熱量ベースで

50％、生産額ベースで 70％とする目標が定められました。その後の平成 27（2015）年

基本計画では、平成 22（2010）年基本計画における目標の検証を踏まえ、令和７（2025）
年度に供給熱量ベースで 45％、生産額ベースで 73％とする目標が定められました。

1 用語の解説３（１）を参照
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（２）新たな食料・農業・農村基本計画
ア

新たな食料・農業・農村基本計画の策定経緯

（議論の経過）

新たな基本計画の策定に当たっては、まずは現場の取組や課題を幅広く把握し、具体的

な議論につなげていくため、平成 31（2019）年３月から令和元（2019）年６月にかけ
おお はし ひろし

て計８回、食料・農業・農村政策審議会企画部会（部会長：大橋 弘 東京大学公共政策大

学院教授）において農業者等からのヒアリングが行われました。家族経営、法人経営、集
落営農等の経営形態や、中山間地域や平野部等の地域、年齢、性別等が様々な農業者、食
品関連事業者、農村振興に取り組まれている方々から、担い手、農地、経営継承、行政手
続、食育、農村振興等について、現場の状況や課題等が示されました（図表 特 1-2）。

食料・農業・農村をめぐる新たな動きや農業者等からのヒアリング等も踏まえ、令和元

（2019）年９月６日に、新たな基本計画の検討が農林水産大臣から食料・農業・農村政策
たか の かつ み

審議会会長（髙野克己東京農業大学学長）に諮問されました。以降、同審議会企画部会に

おいて、計 13 回にわたり審議が行われ、審議の前半では、これまでの施策の検証や食料
自給率目標の検証が行われ、後半では、食料自給率等の目標設定の考え方や食料自給力 1

の取扱い、施策の具体的な方向性等について集中的に議論が進められました（ 図表 特

1-3）
。その後、新たな基本計画は、令和２（2020）年３月 25 日に開催された同審議会で

審議会会長から農林水産大臣に答申され、同年３月 31 日に閣議決定されました。

企画部会での審議に際しては、全国 10 か所で地方意見交換会や現地調査が実施され、

地域の農業者、消費者、実需者、地方公共団体等の有識者が参加し、基本計画の見直しに

関する意見交換が行われました。また、令和元（2019）年９月から令和２（2020）年２
月までの間、農林水産省の Web サイト等で国民の皆様から意見や要望等を募集し、多く
の意見が寄せられました。

1 用語の解説３（１）を参照
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図表 特 1-2

企画部会における農業者等からのヒアリング実績

特集

平成 31 年（令和元年）
３月 18 日
（第１回）
：「水田農業」
をテーマに、山形県、埼玉県、千葉県、新潟県の
生産者よりヒアリング
３月 28 日
（第２回）
：「畜産・酪農」をテーマに、北海道
（酪農）、岩手県
（養豚）、富
山県
（酪農）、鹿児島県（肉用牛）
の生産者よりヒアリング
４月 12 日
（第３回）：「果樹・茶」をテーマに、岩手県
（りんご）
、山梨県
（ぶどう）、
静岡県（茶）、愛媛県
（柑橘）の生産者よりヒアリング
４月 25 日（第４回）：「野菜」
をテーマに、静岡県
（キャベツ）
、岐阜県
（トマト）
、大
阪府
（たまねぎ）
、徳島県
（かんしょ）
の生産者よりヒアリング

企画部会の様子（第 4 回）

５月 21 日（第５回）：「食品産業」をテーマに、東京都（輸出）、三重県
（給食）
、兵庫
県（醤油）、宮崎県
（流通）の事業者よりヒアリング
５月 29 日（第６回）：「農村振興」をテーマに、長野県
（６次化）
、高知県
（養鶏・宿
泊）、新潟県
（棚田保全）、栃木県
（農泊）、島根県
（ジビエ）の事
業者よりヒアリング
６月 12 日（第７回）：「産地・地域づくり」
をテーマに、北海道、長野県、広島県、
山口県で産地づくりや震災からの復興等に取り組む生産者等
よりヒアリング
６月 20 日（第８回）
：「経営継承」をテーマに、栃木県、富山県、長崎県、佐賀県で
経営を継承した方と継承させた方よりヒアリング

農業者等ヒアリング協力者の方々と
審議会委員の集合写真（第 8 回）

６月 27 日：８回のヒアリングを基に、審議会委員同士で意見交換
資料：農林水産省作成

図表 特 1-3

食料・農業・農村政策審議会及び企画部会における食料・農業・農村基本計画の審議経過

令和元（2019）年
（7 月 8 日（本審議会）：食料・農業・農村政策審議会会長の互選 等）
9 月 6 日（第 1 回本審議会、第 1 回企画部会合同会議）：諮問、食料・農業・農村をめぐる
情勢及び農業者等からのヒアリングにおける主な意見 等
－以降、平成 27 年基本計画の検証とこれを踏まえた施策の方向（案）について議論－
9 月 19 日（第 2 回企画部会） ：食料の安定供給の確保に関する施策
10 月 9 日（第 3 回企画部会） ：農業の持続的な発展に関する施策
10 月 30 日（第 4 回企画部会）：農村の振興、東日本大震災からの復旧・復興、団体の再
編整備に関する施策
11 月 12 日（第 5 回企画部会） ：食料自給率・食料自給力
11 月 15 日～ 12 月 2 日：地方意見交換会・現地調査
（北海道ブロック、東北ブロック、関東ブロック、北陸ブロック、東海ブロック、近畿ブ
ロック、中国ブロック、四国ブロック、九州ブロック、沖縄ブロック 計 10 か所で開催）
11 月 26 日（第 6 回企画部会） ：農地の見通しと確保、農業構造の展望、農業経営等の展
望、農業のデジタル・トランスフォーメーション（ DX）
に関する施策
12 月 9 日（第 7 回企画部会） ：これまでの議論で出された意見や課題の整理
地方意見交換会・現地調査の報告
12 月 23 日（第 8 回企画部会） ：新たな基本計画の検討に向けた課題の整理

現地調査の様子
（中国ブロック）

－以降、新たな基本計画に盛り込む施策等について議論－
令和２（2020）年
1 月 29 日（第 9 回企画部会） ：基本的考え方と論点、構造展望等、経営対策・農村施策
2 月 13 日（第 10 回企画部会）：品目ごとの生産のあり方、食料政策等、食料自給率・自
給力指標、経営展望
2 月 21 日（第 11 回企画部会）：基本計画骨子（案）
3 月 10 日（第 12 回企画部会）：基本計画（原案）、各種展望等（案）
3 月 19 日（第 13 回企画部会）：基本計画（案）
3 月 25 日（第 2 回本審議会） ：基本計画 答申
3 月 31 日
：基本計画 閣議決定

地方意見交換会の様子
（東北ブロック）

資料：農林水産省作成
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新たな食料・農業・農村基本計画

（食料・農業・農村をめぐる情勢と新たな基本計画）

新たな基本計画は、これまでの施策の評価及び食料・農業・農村をめぐる情勢の変化と

課題を踏まえて策定されました（図表 特 1-4、図表 特 1-5）
。また、今回の基本計画では、
その内容を分かりやすく伝えるため、「我が国の食と活力ある農業・農村を次の世代につ
なぐために」という副題がつけられました。

前基本計画の策定以降、米や野菜の需要に応じた生産の進展に伴い生産農業所得 1 は増

加し、農林水産物・食品の輸出額は７年連続で過去最高を更新し、49 歳以下の新規就農
者 2 数は約２万人のペースを維持するなどの成果が現れてきています。

一方で、農地面積や農業就業者数は、少子高齢化・人口減少が本格化する中で減少し続

けるなど、生産現場は依然として厳しい状況に直面しており、今後、経営資源や農業技術
ぜい じゃく

が継承されず、生産基盤が一層脆 弱 化することが危惧されます。また、地域コミュニ

ティの維持が困難になることへの懸念や国際化の進展による関税削減等に対する生産現場

での不安と懸念、頻発する自然災害や CSF3（豚熱 4）等の家畜疾病の発生、地球温暖化の
進行等による影響への懸念も増しています。

また、近年はライフスタイルの変化や海外マーケットの拡大に伴う国内外における新た

な需要の取り込みが期待されるほか、スマート農業やデジタル技術の急速な発展とその現
場実装、
「田園回帰」の流れを受けた都市部の人材による地域活性化への貢献、SDGs（持
続可能な開発目標）5 への関心の高まり等といった新たな潮流も生じています。

こうした中で農業の成長産業化を進める「産業政策」と農業・農村の有する多面的機能

の維持・発揮を進める「地域政策」を引き続き車の両輪として推進し、将来にわたって国
民生活に不可欠な食料を安定的に供給し、食料自給率の向上と食料安全保障の確立を図る
ことが新たな基本計画の課題とされました。

施策の推進に当たっては、（１）消費者や実需者のニーズに即した施策の推進、
（２）食

料安全保障の確立と農業・農村の重要性についての国民的合意の形成、
（３）農業の持続

性確保に向けた人材の育成・確保と生産基盤の強化に向けた施策の展開、
（４）スマート

農業の加速化と農業のデジタルトランスフォーメーションの推進、
（５）地域政策の総合

化と多面的機能の維持・発揮、
（６）災害や家畜疾病等、気候変動といった農業の持続性
を脅かすリスクへの対応強化、（７）農業・農村の所得の増大に向けた施策の推進、
（８）

SDGs を契機とした持続可能な取組の後押しという視点に立って、施策を展開することと
されました。

1 用語の解説１を参照
2 用語の解説２（５）を参照
3、5
用語の解説３（2）を参照
4 用語の解説３（1）を参照
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図表 特 1-4

新たな食料・農業・農村基本計画

特集

食料・農業・農村基本計画（令和２年３月）

～我が国の食と活力ある農業・農村を次の世代につなぐために～

食料・農業・農村をめぐる情勢
農政改革の着実な進展
農林水産物・食品輸出額
4,497 億円 (2012 年 )

生産農業所得
2.8 兆円 (2014)

→

→

基本的な方針
「産業政策」と「地域政策」を車の両輪として推進し、
将来にわたって国民生活に不可欠な食料を安定的に供給し、
食料自給率の向上と食料安全保障を確立
施策推進の基本的な視点

9,121 億円 (2019)

3.5 兆円 (2018)

若者の新規就農
18,800人/年(09～13平均） → 21,400人/年(14～18平均)

国内外の環境変化
①国内市場の縮小と海外市場の拡大
・人口減少、消費者ニーズの多様化
②TPP11、日米貿易協定等の新たな国際環境
③頻発する大規模自然災害、新たな感染症
④CSF(豚熱)の発生・ASF(アフリカ豚熱)への対応

消費者や実需者のニーズに即した施策
食料安全保障の確立と農業・農村の重要性についての国民的合意の形成
農業の持続性確保に向けた人材の育成・確保と生産基盤の
強化に向けた施策の展開
スマート農業の加速化と農業のデジタルトランスフォーメーションの推進
地域政策の総合化と多面的機能の維持・発揮
災害や家畜疾病等、気候変動といった農業の持続性を脅かす
リスクへの対応強化
農業・農村の所得の増大に向けた施策の推進
SDGs を契機とした持続可能な取組を後押しする施策
食料自給率目標等
【供給熱量ベース】37％ (2018 実績 ) → 45％ (2030 目標 ) (食料安全保障の状況を評価)
【生産額ベース】 66％ (2018 実績 ) → 75％ (2030 目標 ) (経済活動の状況を評価)
【飼料自給率】

生産基盤の脆弱化
農業就業者数や農地面積の大幅な減少

【食料国産率】

25％ (2018 実績 ) → 34％ (2030 目標 )
飼料自給率を反映せず、国内生産の状況を評価するため新たに設定
< 供給熱量ベース > 46％ (2018 実績 ) → 53％ (2030 目標 )
＜生産額ベース＞ 69％ (2018 実績 ) → 79％ (2030 目標 )

食料自給力指標（食料の潜在生産能力）

農地面積に加え、労働力も考慮した指標を提示。また、新たに2030年の見通しも提示
資料：農林水産省作成

図表 特 1-5

新たな基本計画における主なポイント
○ 農業の成長産業化に向けた農政改革を引き続き推進
○ 令和 12（2030）年までに農林水産物・食品の輸出額を 5 兆円とする目標を設定
○ 中小・家族経営等多様な経営体の生産基盤の強化を通じた農業経営の底上げ
○ 関係者と連携し、農村を含む地域の振興に関する施策を総動員した「地域政策の総合化」
○ 食と農に関する新たな国民運動の展開を通じた国民的合意の形成

資料：農林水産省作成

ウ

食料自給率の目標

（食料自給率と食料国産率）

総合食料自給率の目標については、食料安全保障の状況を評価する観点からは供給熱量

ベースの食料自給率が、農業の経済活動の状況を評価する観点からは生産額ベースの食料
自給率が実態を測るのに適しており、供給熱量ベースと生産額ベースの目標がそれぞれ設
定されました。

これまでの総合食料自給率の目標設定に当たっては、併せて設定される飼料自給率の目

標を反映することにより、輸入飼料による畜産物の生産分を除いています。この方法は、
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飼料の多くを輸入に依存している「国内生産」を厳密に捉えることから、総合食料自給率
の目標が食料安全保障を図る上で基礎的な目標であることに変わりはありません。一方、
飼料自給率が向上しても、国内畜産業の生産基盤が脆弱化すれば、総合食料自給率は向上
しません。また、農業の持続的発展を図っていく上で、国内生産を維持・拡大していくこ
とが必要であり、そのためには国民に対して国産農産物の消費を促すことも必要です。こ
のため、国内の畜産業の努力を適切に反映する観点から、国内生産に着目した目標として

「食料国産率 1」の目標が飼料自給率の目標と併せて設定され、双方の向上を図りながら、
総合食料自給率の向上を図ることとされました（図表 特 1-6）。

総合食料自給率は、国内生産だけではなく、食料消費の在り方等によって左右されるも

のであることから、生産面では、国内外の需要の変化に対応した生産・供給、国内農業の
生産基盤の強化により国内生産の維持・増大を図り、消費面では、消費者と食と農とのつ
ながりの深化、食品産業との連携に取り組む必要があります。これらに官民総力を挙げて
取り組んだ結果、生産面・消費面の諸課題が解決された場合に実現可能な水準として、令
和 12（2030）年度における品目ごとの食料消費の見通し及び生産努力目標が設定され、

これらを前提として、総合食料自給率の目標は、供給熱量ベースで 45％、生産額ベース
で 75％と設定されました（図表 特 1-7、図表 特 1-8）。
図表 特 1-6

総合食料自給率と食料国産率
食料国産率
（飼料自給率を反映しない）

総合食料自給率
（飼料自給率を反映）

飼料自給率反映 11％

牛肉の食料自給率

11％（供給熱量ベース）

輸入牛肉

輸
入
飼
料

43％

牛肉の食料国産率

43％（供給熱量ベース）

国
産
飼
料

輸入牛肉

国産牛肉

国産牛肉
飼料も含めて
本当に自給できるのが
どれだけかわかるよ。

輸入
飼料

国産
飼料

国産牛の
食料自給率

27％

・国産飼料のみで生産可能な部分を厳密に評価できる。
・国産飼料の生産努力が反映される。
我が国の食料安全保障の状況を評価

日本の畜産業の力が
わかるよ。

国産牛の
食料国産率

100％

・需要に応じて増頭・増産を図る畜産農家の努力が反映される。
・日ごろ、国産畜産物を購入する消費者の実感と合う。
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

「食料国産率」と「飼料自給率」の双方の向上を図りながら、
「飼料自給率を反映した食料自給率」の向上を図る。
資料：農林水産省作成

1 用語の解説３（１）を参照

10

図表 特 1-7

主要品目の食料消費の見通し及び生産努力目標

特集

（単位：万ｔ）

食料消費の見通し
（国内消費仕向量）
平成 30 年度
（2018）
米（米粉用米・飼料用米を除く）

生産努力目標

令和 12 年度
（2030）

平成 30 年度
（2018）

令和 12 年度
（2030）

799

714

775

723

米粉用米

2.8

13

2.8

13

飼料用米

43

70

43

70

小麦

651

579

76

108

大麦・はだか麦

198

196

17

23

大豆

356

336

21

34

そば

14

13

2.9

4.0

かんしょ

84

85

80

86

ばれいしょ

336

330

226

239

なたね

257

264

0.3

0.4

1,461

1,431

1,131

1,302

野菜
果実

743

砂糖

（231）

707
（206）

283

308

（75）

（80）

てん菜

－

－

361（61）

368（62）

さとうきび

－

－

120（13）

153（18）

8.6

7.9

8.6

9.9

生乳

1,243

1,302

728

780

牛肉

93

94

33

40

豚肉

185

179

90

92

鶏肉

251

262

160

170

鶏卵

274

261

263

264

飼料作物

435

519

350

519

茶

資料：農林水産省作成
注：1）砂糖及びてん菜・さとうきびの（ ）内の数値は精糖換算した値
2）飼料作物は可消化養分総量（TDN）である。
3）各品目の生産努力目標は輸出目標を踏まえたものである。

図表 特 1-8

食料自給率等の目標
（単位：％）

平成 30（2018）年度
（実績）

令和 12（2030）年度
（目標）

供給熱量ベースの総合食料自給率

37

45

生産額ベースの総合食料自給率

66

75

飼料自給率

25

34

供給熱量ベースの食料国産率

46

53

生産額ベースの食料国産率

69

79

資料：農林水産省作成
注：令和 12（2030）年度における生産額ベースの総合食料自給率及び食料国産率については、各品目の現状の単価を基準に、TPP の影響
等を見込んでいる。

（食料自給力）

現代の食生活は、海外からの輸入食料の供給も含めて成り立っており、輸入食料の大幅

な減少といった不測の事態が発生した場合は、国内において最大限の食料供給を確保する
必要があります。この場合、我が国の農林水産業が有する食料の潜在生産能力（食料自給
力）をフル活用することにより、生命と健康の維持に必要な食料の生産を高めることが可
能であることから、平素から我が国の農林水産業が有する食料の潜在生産能力を把握し、
その維持・向上を図ることが重要です。
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（食料自給力指標）

我が国が有する農地等の農業資源、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したものが、食料自給力指標です。前基本計
画においては、農地を最大限活用するものとしていましたが、新たな基本計画では、農業

労働力や省力化の農業技術も考慮するよう指標が改良されました。さらに、将来（令和
12（2030）年度）に向けた農地や農業労働力の確保、単収の向上が、それぞれ１人・１

日当たりの供給可能熱量の増加にどのように寄与するかについても、定量的に評価できる
ように、令和 12（2030）年度の食料自給力指標の見通しが提示されました。

食料自給力指標は、農地等を最大限活用することを前提として、米・小麦中心の作付け

及びいも類中心の作付けの２パターンについて、栄養バランスを一定程度考慮した上で、
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
と、各パターン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を示しています（図表 特 1-9）。
図表 特 1-9

労働充足率を反映した供給可能熱量の考え方

労働充足率 ＝

労働充足率が
100％以上の場合

現有労働力の延べ労働時間
農地を最大限活用した供給可能熱量（X）の生産に必要な労働時間
農地を最大限活用した供給可能熱量
労働充足率を反映した供給可能熱量

生産に必要な労働力が足りており、
農地を最大限に活用した
X が供給可能熱量となる。

X
Y

仮に農地に制約がなければ、
労働力を最大活用した
Y が供給可能熱量となる。

X

農地を最大限活用した供給可能熱量
労働充足率が
100％未満の場合

労働充足率を反映した供給可能熱量

Y

農地と労働力をともに最大限活用した供給可能熱量
０（kcal ／人・日）

Z

労働充足率 100％

生産に必要な労働力が不足するため、
農地を最大限に活用した X を下回る
Y が供給可能熱量となる。
作付の一部を省力的な作物に置き換え、
農地と労働力をともに最大限活用した
供給可能熱量は Z となる。

資料：農林水産省作成
注：現有労働力の延べ労働時間とは、臨時雇用によるものも含め、現実に農作業に投入された延べ労働時間の推計値

平成 30（2018）年度の食料自給力指標では、米・小麦中心の作付けの供給可能熱量が

推定エネルギー必要量を下回り、いも類中心の作付けの供給可能熱量はこれを上回ってい
ます。いも類中心の作付けでは、その作付けに必要な労働力が不足していますが、労働力
の状況を反映した供給可能熱量も推定エネルギー必要量を上回る結果となっています（図

表 特 1-10）
。
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図表 特 1-10 平成 30（2018）年度における食料自給力指標
特集

国内生産＋輸入による
現在の食生活

推定エネルギー必要量
2,169
供給熱量
2,443

国産熱量 912
国産品も輸入品も、色々な
食品が食べられるよ！

国内生産のみによる
米・小麦中心の作付け

1,727
2,193

1,727

ご飯やパンが食べられても、
これじゃ足りないや・・・

労働充足率 129％

国内生産のみによる
いも類中心の作付け

農地を最大限活用した
供給可能熱量
労働充足率を反映した
供給可能熱量

2,586
2,377

労働充足率 92％

お腹はいっぱいになるけど、
いもばかりは厳しいな・・・

2,546

農地と労働力をともに
最大限活用した
供給可能熱量

労働充足率 100％

0

500

1,000

1,500

2,500（kcal ／人・日）

2,000

資料：農林水産省作成
注：１）推定エネルギー必要量とは、１人・１日当たりの「そのときの体重を保つ（増加も減少もしない）ために適当なエネルギー」の推定
値をいう。
２）再生利用可能な荒廃農地（平成 30（2018）年：9.2 万 ha）の活用を含む。

令和 12（2030）年度における食料自給力指標の見通しは、新たな基本計画に基づき、

農地や労働力の確保、単収の向上等を図ることにより、すう勢で推移した場合から、供給
可能熱量が押し上げられることを示しています（図表 特 1-11）。

こうした食料自給力指標と農地・単収・労働力等の関係を踏まえ、今後、農地や労働力

の確保、単収の向上、技術革新にしっかりと取り組んでいくことが重要です。
図表 特 1-11 令和 12（2030）年度における食料自給力指標の見通し
推定エネルギー必要量
2,152

国内生産＋輸入による
現在の食生活

供給熱量
2,314

国産熱量 1,031
国産品も輸入品も、色々な
食品が食べられるよ！

国内生産のみによる
米・小麦中心の作付け

単収向上
（b）

農地の確保
（a）

農地がすう勢の場合

73 101 1,802

1,628

ご飯やパンが食べられても、
これじゃ足りないや・・・

116 1,942

1,826
労働力がすう勢の場合

農地の確保
（a）

労働充足率 108％
労働力の確保
（c）

国内生産のみによる
いも類中心の作付け

農地を最大限活用した
供給可能熱量
115 197 2,727

2,414
133

2,072
労働充足率 80％

労働充足率を反映した
供給可能熱量
2,205

今後の技術革新により労働充足率は一層向上（d）

お腹はいっぱいになるけど、
いもばかりは厳しいな・・・

単収向上
（b）

471

2,096

農地と労働力をともに
最大限活用した
供給可能熱量
2,567

労働充足率 100％

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500（kcal ／人・日）

資料：農林水産省作成
注：１）
「農地がすう勢の場合」とは、農地の転用及び荒廃農地の発生がこれまでと同水準で継続し、かつ、荒廃農地の発生防止・解消に係
る施策を講じないと仮定し、農地面積が 392 万 ha となった場合の試算。なお、農地面積以外の要素については、平成 30（2018）
年度の据え置きとしている。
２）
「農地の確保（a）」とは、施策効果により農地面積が 414 万 ha となった場合の試算
３）
「単収向上（b）
」とは、各品目の生産努力目標が達成された場合に想定される、単収や畜産物１頭羽当たりの生産能力、林水産物の
生産量を見込んだ試算
４）
「労働力がすう勢の場合」とは、農業就業者（基幹的農業従事者、雇用者（常雇い）及び役員等（年間 150 日以上農業に従事））数
のこれまでの傾向が継続した場合（131 万人）の変化率を現有労働力の延べ労働時間に乗じて試算
５）
「労働力の確保（c）
」とは、青年層の新規就農を促進した場合（140 万人）の農業就業者数の変化率を現有労働力の延べ労働時間に
乗じて試算
６）水産物及び林産物については、関連データ不在により、労働充足率を 100％としている。
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新たな食料・農業・農村基本計画における講ずべき施策

新たな基本計画では、食料・農業・農村をめぐる情勢等を踏まえ、講ずべき施策を記述

しています。

（食料の安定供給の確保）
消費者や実需者ニーズの多様化・高度化への対応を進めつつ、関係者の連携・協働による
新たな価値の創出を推進します。また、グローバルマーケットの戦略的な開拓として、政府
一体となった輸出促進や日本食・食文化の海外普及や食産業等の海外展開等の取組を推進し、
農林水産物・食品の輸出額を令和 12（2030）年までに５兆円とすることを目指します。
食料の安定供給の前提である食品の安全確保と食品に対する消費者の信頼確保、食生活・
食習慣の変化等を踏まえた食育や消費者と生産者の関係強化を進めます。また、食料供給に
係るリスクを見据えた総合的な食料安全保障を確立します。
（農業の持続的な発展）
効率的かつ安定的な農業経営（主たる従事者が他産業従事者と同等の年間労働時間で地域
の他産業従事者と遜色ない水準の生涯所得を確保し得る農業経営）が農業生産の相当部分を
担う農業構造を確立する観点から、経営感覚を持った人材が活躍できるよう、経営規模や家
族・法人等経営形態の別にかかわらず、担い手の育成・確保を進めるとともに、担い手への
農地の集積・集約化 1、農業生産基盤の整備の効果的な実施、需要構造等の変化に対応した生
産供給体制の構築とそのための生産基盤の強化、スマート農業の普及・定着等による生産・
流通現場の技術革新、気候変動への対応等の環境対策等を総合的に推進します。また、中小・
家族経営等多様な経営体による地域の下支えを図るとともに、生産現場における人手不足等
の問題に対応するため、ドローン等を使った作業代行やシェアリング等新たな農業支援サー
ビスの定着を促進します。
（農村の振興）
農村を維持し、次の世代に継承していくため、農村の振興に当たっては、（１）生産基盤
の強化による収益力の向上等を図り農業を活性化することや、農村の多様な地域資源と他分
野との組合せによって新たな価値を創出し所得と雇用機会を確保すること、（２）中山間地
域をはじめとした農村に人が住み続けるための条件を整備すること、（３）農村への国民の
関心を高め、農村を広域的に支える新たな動きや活力を生み出していくこと、といった「三
つの柱」に沿って、農林水産省が中心となって、関係府省、都道府県・市町村、民間事業者
等と連携し、現場ニーズの把握や課題解決を地域に寄り添って総合的に推進します。
（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）
農地等の整備の完了を目指し、地震・津波被災地域の復旧・復興を着実に進めるとともに、
原子力災害からの復旧・復興として、食品の安全を確保する取組や、農業者の経営再開の支
援、国内外の風評被害の払拭に向けた取組等を引き続き推進します。
大規模自然災害への備えとして、過去の災害の教訓を活かし、事前防災を徹底する必要が
あります。このため、災害に備える農業経営の取組の全国展開や異常気象等のリスクを軽減
する技術の確立・普及、農業・農村の強靱化に向けた防災・減災対策、初動対応をはじめと
した災害対応体制の強化、不測時における食料安定供給のための備えの強化に取り組みます。
また、被災した農業者の早急な営農再開の支援も進めます。
1 用語の解説３（１）を参照
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（団体）
農業協同組合系統組織が農村地域の産業や生活のインフラを支える役割等を引き続き果た
しながら、各事業の健全性を高め、経営の持続性を確保するため、引き続き、自己改革の取
組を促進します。
農業委員会系統組織、農業共済団体、土地改良区についても、その機能や役割を効果的か
つ効率的に発揮できるようにします。
（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）
食料・農業・農村に関する施策を講ずる上で、基本となるのは国民の理解と支持であり、
国内農業の重要性や持続性の確保についての認識を国民各層が共有した上で、農村を維持し、
次世代に継承していくことを国民共通の課題として捉え、具体的な行動に移すための機会を
創出していく必要があります。このため、我が国の食料の安定供給に関するリスクが顕在化
している等の実態を分かりやすい形で発信します。
農林漁業体験等の食育や地産地消等について、消費者、食品関連事業者、農業協同組合を
はじめとする生産者団体を含め官民が協働して幅広く進め、農産物・食品の生産に込められ
た思いや創意工夫等についての理解を深めつつ、食と農とのつながりの深化に着目した新た
な国民運動を展開します。
（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）
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を速やかに解消し、生産基盤・経
営の安定を図るため、内需・外需の喚起、農業労働力の確保、国産原料への切替え等の中食・
外食・加工業者対策等を機動的に講じます。
また、消費者に分かりやすく情報を提供するとともに、新たな感染症等による食料供給へ
のリスクについて調査・分析を行い、
中長期的な課題や取り組むべき方向性を明らかにします。
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（３）食料・農業・農村基本計画と併せて策定された展望等
新たな基本計画と併せて、農地の見通しと確保、農業構造の展望、農業経営の展望等が

策定されており、それらの内容をここでは紹介します。

ア

農地の見通しと確保

（農地面積の見通し）

令和 12（2030）年における農地面積の

見込みは、これまでのすう勢が今後も継続
した場合、令和元（2019）年の農地面積

439.7 万 ha か ら、 農 地 転 用 に よ り 16 万

ha、荒廃農地 1 の発生により 32 万 ha 減少
し、392 万 ha となると推計されます。こ

れに、荒廃農地の発生防止や解消の施策効

果を織り込んだ結果、令和 12（2030）年

図表 特 1-12 農地面積の見通し
令和元年現在の農地面積

439.7 万 ha

すう勢※

令和12年までの
農地の増減

農地の転用

△16 万 ha

荒廃農地の
発生

△32 万 ha

時点で確保される農地面積は、414 万 ha

施策効果

令和12年までの
農地の増減

荒廃農地の
発生防止

+17 万 ha

荒廃農地の
解消

+ ５万 ha

と見通されます（図表 特 1-12）
。

これまでのすう勢※が
今後も継続した場合の
令和 12 年時点の農地面積

392 万 ha

令和 12 年時点で確保される農地面積

414 万 ha

資料：農林水産省作成
注：すう勢は、農地の転用及び荒廃農地の発生が同水準で継続し、
かつ、荒廃農地の発生防止・解消に係る施策を講じないと仮
定した場合の見込み

イ

農業構造の展望

（望ましい農業構造の姿）

担い手の育成・確保、担い手への農地集積・集約化等を総合的に推進していく上での将

来のビジョンとして、担い手の姿を示すとともに、望ましい農業構造の姿を明らかにして
います。

多様な経営体が我が国の農業を支えている現状を踏まえ、中山間地域等における地理的

条件や、生産品目の特性等地域の実情に応じ、家族・法人の別等経営形態にかかわらず、
経営改善を目指す農業経営体 2 を担い手として育成します。

担い手に利用されていない農地を利用している中小規模の経営体等についても、持続的

に農業生産を行い、担い手とともに地域社会を支えている実態を踏まえて、営農の継続が
図られるよう配慮し、また、担い手やその他の経営体を支える農作業支援者の役割にも留
意する必要があります。

さらに、他産業との人材獲得競争も激化することが予想される中、世代間バランスの取

れた農業構造の確立に向け、農業労働力の見通しについても併せて提示しています。

担い手の姿としては、効率的かつ安定的な農業経営（主たる従事者が他産業従事者と同

1 用語の解説３（１）を参照
2 用語の解説１、２（１）を参照
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営）になっている経営体及びそれを目指している経営体の両者を併せて、
「担い手」とし
ており、ここでいう、効率的かつ安定的な農業経営を目指している経営体とは、
（１）
「認
定農業者 1」、（２）将来認定農業者となると見込まれる「認定新規就農者」、（３）将来法

人化して認定農業者となることが見込まれる「集落営農」としています。

望ましい農業構造の姿としては、農地中間管理機構の発足（平成 26（2014）年）以降、

担い手への農地の集積率が約６割まで上昇している中、基本法第 21 条を踏まえ、全農地
面積の８割が担い手によって利用される農業構造の確立を目指すこととしています。

その際、中山間地域等の地理的条件や、生産品目の特性等地域の実情に応じて進めてい

くとともに、担い手に利用されていない農地を利用している中小規模の経営体等について
も、担い手とともに地域を支えている実態を踏まえて、営農の継続が図られるよう配慮し
ていきます。また、担い手やその他の経営体を支える農作業支援者の役割にも留意が必要
です（図表 特 1-13）
。

図表 特 1-13 地域を支える農業経営体

担い手

その他の多様な
経営体

効率的かつ安定的な農業経営に
なっている経営体

認定農業者
個
法

連携・
協働

人

農協・法
人の品目
部会等

人

リースによる
参入企業

認定新規
就農者

集落営農
（任意組織）

○継続的に農地利用
を行う中小規模の経
営体
○農業を副業的に営
む経営体（地域農業
に貢献する半農半Ｘ
等）等

効率的かつ安定的な農業経営を
目指している経営体

労働力・技術力等をサポート・支援
農作業支援者

（臨時雇い、コントラクター、ヘルパー組織、次世代型サービス事業体

等）

資料：農林水産省作成

農業就業者（基幹的農業従事者 2、雇用者（常雇い 3）及び役員等（年間 150 日以上農業

に従事）
）について、近年のすう勢を基に試算を行い、これまでの傾向が続いた場合、農

業就業者数は、令和 12（2030）年に 131 万人、そのうち 49 歳以下は 28 万人と見通され
ますが、持続可能な農業構造が実現するよう、農業の内外からの青年層の新規就農を促進
し、減少が続く基幹的農業従事者（49 歳以下）の数を維持するとともに、雇用者（常雇

い・49 歳以下）が平成 22（2010）年から平成 27（2015）年までの １/２ 程度の増加ペー

スで増加すること等を前提とすれば、農業就業者数は、令和 12（2030）年に 140 万人、
そのうち 49 歳以下が 37 万人となります。

ウ

農業経営の展望

（農業経営モデル等の提示）

新たな基本計画における「農業経営の展望」は、担い手や労働力の確保が益々困難にな

1 用語の解説3（1）を参照
2、3
用語の解説1、2（4）を参照
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ると予想される中、家族経営を含む多様な担い手が地域の農業を維持・発展できるよう、
他産業並みの所得を目指し、新技術等を導入した省力的かつ生産性の高い経営モデルを、
主な営農類型・地域について例示しているものです。具体的には、水田作、畑作等営農類
型別に、（１）意欲的なモデル、（２）現状を踏まえた標準的なモデル、（３）スマート農

機の共同利用や作業の外部委託等を導入したモデル、
（４）複合経営モデルの計 37 モデル
を提示しています（図表 特 1-14）。

あわせて、半農半 X 等新たなライフスタイルを実現する取組や規模が小さくても安定的

な経営を行いながら、農地の維持、地域の活性化等に寄与する取組を事例として取り上げ
ています。

都道府県・市町村が作成している農業経営基盤強化促進法に基づく基本方針・基本構想

における農業経営の基本的指標等を作成・見直しする際に、各地域の実態に応じて参考と
なるように提示しています。また、小規模農家も含めた多様な農業経営の取組事例を参考
として提示しています。

各地域で、これらのモデルや事例を参考として、小規模農家、担い手の育成や所得増大

に向けた取組の進展が期待されます。
図表 特 1-14 農業経営モデルの例示
営農類型

露地野菜（生食・農地維持型）

対象地域

関東以西

モデルのポイント
高齢化する家族経営において、農機の共同利用や一部作業の外部委託により、省力化・生産性の向上を図る家族経営
技術・取組の概要
乗用型全自動移植機の共同利用により、経営コスト上昇を回避するとともに、移植作業時間を約 50％削減
外部委託によるドローンを活用したセンシング、農薬散布等によって、中間管理の負担を軽減し、当該作業時間を約 25％削減
高齢化による労働力不足を一部作業の外部委託や機械化により効率化するとともにアシストスーツの活用により収穫物の運搬などの重労働の作業負担を軽減
過疎化・高齢化により地域内から労働力を調達することが困難となっている状況下において、農作業の人材派遣に対応している人材派遣会社を活用
経営発展の姿
【経営形態】
家族経営（２名（うち主たる従事者１名）
、
臨時雇用１名）
【経営規模・作付体系】
経営耕地
キャベツ
すいか

耕起、移植

乗用型全自動移植機

1.7ha
1.2ha
0.5ha

【試算結果】
粗収益
経営費
農業所得

1,247 万円
653 万円
595 万円

主たる従事者の所得（/ 人）
主たる従事者の労働時間（/ 人）

栽培管理

ドローンによる
センシング・農薬散布等

419 万円
1,514hr

営農管理

営農管理システム

（参考）比較を行った経営モデル
【経営形態】
家族経営（２名、臨時雇用１名）
【経営規模・作付体系】
経営耕地
1.7ha
露地野菜
1.7ha

収穫

運搬

アシストスーツ
●：2019 年までに市販化

資料：農林水産省作成
注：試算に基づくものであり、必ずしも実態を表すものではない。
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