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新たな食料・農業・農村基本計画
 少子高齢化・人口減少の本格化、ライフスタイルの変化と海外市場の拡大、農地面積や
農業就業者数の減少による生産基盤の脆弱化、地域コミュニティの維持に対する懸念等、
今後、我が国食料・農業・農村をめぐる情勢は大きく変化

 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、需要構造の変化に対応した
生産供給体制の構築、グローバルマーケットの戦略的な開拓、中小・家族経営等多様な経
営体の生産基盤強化、関係者と連携した地域政策の総合化等を推進

 食料・農業・農村基本法に基づき、農政の中長期的な基本指針として、2020年３月
に新たな食料・農業・農村基本計画を策定

 新たな基本計画では、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」を車の両輪として進め、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
ることが課題

 供給熱量ベースと生産額ベースの総合食料自給率目標に加え、飼料が国産か輸入か
にかかわらず国内生産の状況を評価する指標として、飼料自給率を反映しない「食
料国産率」の目標を新たに設定

○ 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

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

資料：農林水産省作成

食料・農業・農村をめぐる情勢
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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・農業・農村基本計画（令和２年３月）

「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

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

基本的な方針

(食料安全保障の状況を評価)

【飼料自給率】 25％ (2018実績) → 34％ (2030目標)
【食料国産率】 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)

施策推進の基本的な視点

【生産額ベース】 66％ (2018実績) → 75％ (2030目標)

国内外の環境変化

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

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

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) → 9,121億円(2019)

生産農業所得
2.8兆円(2014) → 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)

(経済活動の状況を評価)

～ 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 ～
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新たな食料自給率目標・食料自給力指標

食料自給率目標

食料自給力指標

 総合食料自給率の目標は、食料安全
保障の状況を評価する供給熱量ベース
と、農業の経済活動の状況を評価する
生産額ベースの目標をそれぞれ設定

 食料自給率では輸入飼料による畜産
物の生産分を除いているが、それを除
かない、国内生産に着目した目標とし
て「食料国産率」の目標を新たに設定

 食料自給率の向上に向け、生産面で
は、国内外の需要の変化に対応した生
産・供給や国内農業の生産基盤の強化
に、消費面では、消費者と食と農との
つながりの深化や食品産業との連携に
取り組む

 不測時においても国内におけ
る食料の供給を確保するため、
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（食
料自給力）を把握し、その維
持・向上を図ることが重要

 我が国が有する潜在生産能力
をフル活用して得られる食料の
供給熱量を、食料自給力指標と
して提示

 今回の食料自給力指標は、農
地に加えて、農業労働力や省力
化の農業技術も考慮するよう改
良するとともに、新たに将来
（2030年度）の食料自給力指標
の見通しを提示

 食料自給力指標と農地・単
収・労働力等の関係を踏まえ、
農地や労働力の確保、単収の向
上、技術革新に取り組んでいく
必要

食料自給率等の目標
（単位：％）

2018年度
（実績）

2030年度
（目標）

総合食料自給率
（供給熱量ベース） 37 45 
総合食料自給率
（生産額ベース） 66 75 

飼料自給率 25 34 
食料国産率
（供給熱量ベース） 46 53 
食料国産率
（生産額ベース） 69 79 

資料：農林水産省作成

資料：農林水産省作成

2018年度における食料自給力指標

2030年度における食料自給力指標の見通し
資料：農林水産省作成
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国内生産＋輸入による
現在の食生活

国内生産のみによる
米・小麦中心の作付け

国内生産のみによる
いも類中心の作付け

お腹はいっぱいになるけど、
いもばかりは厳しいな・・・

ご飯やパンが食べられても、
これじゃ足りないや・・・

国産品も輸入品も、色々な
食品が食べられるよ！

国産熱量 912 供給熱量

2,443

推定エネルギー必要量

2,169

労働充足率129％

労働充足率92％

労働充足率100％

1,727
2,193

2,586
2,377

2,546

（kcal／人・日）

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

農地と労働力をともに
最大限活用した
供給可能熱量

1,727

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

国内生産＋輸入による
現在の食生活

国内生産のみによる
米・小麦中心の作付け

国内生産のみによる
いも類中心の作付け

お腹はいっぱいになるけど、
いもばかりは厳しいな・・・

ご飯やパンが食べられて
も、これじゃ足りないや・・・

国産品も輸入品も、色々な
食品が食べられるよ！

国産熱量 1,031 供給熱量

2,314

推定エネルギー必要量

2,152

労働充足率108％

労働充足率80％

労働充足率100％

1,628
1,826

1,802

2,414
2,072

2,096

（kcal／人・日）

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

農地と労働力をともに
最大限活用した
供給可能熱量

73 101

116

115 197

133

471

2,727

2,205

2,567

1,942

農地の確保
（a）

農地がすう勢の場合

単収向上
（b）

労働力の確保
（c）

労働力がすう勢の場合

今後の技術革新により労働充足率は一層向上（d）

農地の確保
（a）

単収向上
（b）
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農地の見通しと確保、農業構造の展望

農業経営の展望

 2030年における農地面積の見通しは、
これまでのすう勢を踏まえ、荒廃農地
の発生防止・解消の効果を織り込んで、
414万haと推計

 農業構造の展望では、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
体を担い手として育成し、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

 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

 農業経営の展望では、担い手や
労働力の確保が益々困難になる中、
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、
具体的なモデルや事例を提示し、
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

 農業経営モデルでは、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・
地域別に例示（計37モデル）

 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、地域活
性化等に寄与する取組を事例とし
て提示

効率的かつ安定的な農業経営に
なっている経営体

効率的かつ安定的な農業経営を
目指している経営体

認定農業者

集落営農
（任意組織）

認定新規
就農者

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)

¥
労働力・技術力等をサポート・支援

個 人
法 人

担い手 その他の多様な
経営体

○ 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

連携・
協働

¥

農地面積の見通し

農協・法
人の品目
部会等

リースによる
参入企業

2019年現在の農地面積 439.7万ha

これまでのすう勢が今後も継続した
場合の2030年時点の農地面積 392万ha

施策効果（荒廃農地の発生防止・解消）
＋22万ha

2030年時点で確保される農地面積 414万ha

地域を支える農業経営体

農業経営モデルの例示

資料：農林水産省作成
注：すう勢は施策を講じない場合のもの

資料：農林水産省作成

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。



 女性農業者は農業や地域の振興に重要な役割。しかしながら女性の農作業、家事、
育児等の負担が大きい一方で、働きに応じた適正な評価がなされなかったことから、
農業経営や地域社会への女性の参画を促す様々な取組を実施

 近年、認定農業者として活躍する女性農業者の増加、女性農業者による起業活動の
増加が見られるとともに、女性が経営に関与する経営体では収益性が高まる傾向

 農業・農村の持続的な発展に向け、女性が働きやすく、暮らしやすい農業・農村の
環境整備を進めることで、更なる活躍を推進していくことが重要

輝きを増す女性農業者

女性農業者の活躍の軌跡 ～「生活改善」から「活躍」の時代へ ～

特集
２

 第二次世界大戦後、女性は農作業に加えて家事、育児、介護による過重労働。1948年か
らの農家婦人の地位向上を目的の一つとした生活改善普及事業により、かまど・台所改善に
よる家事労働が効率化

 高度成長期に入ると、男性の農外就労機会が拡大し、女性は農業生産において、より中心
的な役割を果たすとともに、家事、育児、介護も負担

 1970年頃からは、稲作機械の導入等により、農作業労働が軽減。女性ならではの発想や
知恵を活かした起業活動が生まれ、自らの意思によって経営等に参画する女性も出現

 1992年、農林水産省初の女性行動計画である「農山漁村の女性に関する中長期ビジョン
懇談会報告書」が策定

 1999年には、社会全体で、性別に関わりなく、個性と能力を十分に発揮することができ
る社会の実現を目的とした「男女共同参画社会基本法」が施行。同年、「食料・農業・農村
基本法」においても、男女共同参画を規定

 以降、これらの法律に基づき、男女共同参画の普及・啓発、家族経営協定締結の促進、起
業活動・６次産業化の支援、認定農業者になるための研修、次世代リーダーの育成等を推進

現場で輝きを増す女性農業者
～この20年間を振り返って～ 基幹的農業従事者数の男女割合

（1999年→2019年）
女性

108万人
46％

男性
125万人

54％

女性
56万人
40％

男性
84万人
60％

資料：農林水産省「農業構造動態調査」
注：「基幹的農業従事者」とは、ふだん仕事として主に自営農業に従事して

いる者をいう。

 1999年から2019年までの20年間で、
基幹的農業従事者に占める女性の割合は
46％から40％へと減少
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特集２ 輝きを増す女性農業者

 一方、女性の認定農業者数は、1999年
の２千人から2019年には１万１千人へ５
倍に増加。認定農業者数に占める女性の
割合も20年間で1.6%から4.8%へと３倍
に増加

2,168人
3,604 6,337 5,501

5,921
81

2,454 4,870 5,572
1.6 ％

2.0 

3.6 

4.5 
4.8 

11,493
10,371

8,791

3,685

女性単独申請

共同申請（夫婦）
女性の割合

1999年 2004 2009 2014 2019

女性の認定農業者の割合

35.9

45.1

60.9

67.4

67.1

52.2

１千万円未満

１千万円以上５千万円未満

５千万円以上１億円未満

１億円以上５億円未満

５億円以上

全体 ％

55.2

126.6

女性は経営に関与してい

ない

女性が経営主又は女性を

役員・管理職へ登用

71.4ポイ
ントの差

％

女性の農業経営への関与と収益性の向上

（女性の経営への関与別 経常利益増加率（直近３年間）） （売上規模別 女性が農業経営に関与している割合）

資料：株式会社日本政策金融公庫農林水産事業本部「令和元年７月
農業景況調査」（2019年12月）を基に農林水産省作成

注：1) 調査対象は、日本政策金融公庫のスーパーＬ資金又は農業改良資金の
融資先のうち、19,215先を対象として実施（回収率28.0％）

2) 役員や管理職等として女性が１人以上経営に関与している経営体の
割合を示す。

資料：株式会社日本政策金融公庫農林水産事業本部「平成28年上半期
農業景況調査」（2016年9月公表）を基に農林水産省作成

注：日本政策金融公庫のスーパーL資金又は農業改良資金の融資先のうち、
21,389先を対象として実施（回収率28.0％）

農業 建設業 製造業
運輸
業・
郵便業

卸売
業・
小売業

宿泊
業・飲
食サー
ビス業

医療・
福祉

役員に占め
る女性割合 21.8 20.3 18.7 19.6 21.8 31.9 47.9

農業法人における女性の役員比率

資料：公益社団法人日本農業法人協会調べ（2017年度）、厚生労働省「雇用均等
基本調査」（2018年度）を基に農林水産省作成

注：農業については、公益社団法人日本農業法人協会調べ、その他の業種に
ついては「雇用均等基本調査」の値

（単位：％）

 女性は農業の経営面において重要な役割。農業経営体の女性の経営への関与と収益の増
加には相関関係

資料：農林水産省「農業経営改善計画の営農類型別認定状況」
注：各年３月31日時点

 農業法人の役員に占める女性の割合は
21.8％。建設業、製造業、運輸業・郵便業、
卸売業・小売業とほぼ同じかやや高い水準

7

 新規就農者に占める女性の割合も、
2006年の30％から2018年には24％へ
と低下

女性
2.5万人

30％

女性
1.3万人

24％

新規就農者数の男女割合
（2006年→2018年）

資料：農林水産省「新規就農者調査」

男性
5.6万人
70％

男性
4.2万人
76％
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資料：農林水産省「農村女性による起業活動実態調査」を基に作成

5,335戸

25,151

50,715
58,182

1996年 2003 2012 2019

家族経営協定締結の推移

資料：農林水産省「家族経営協定に関する実態調査」を基に作成

 家族経営協定の締結は1996年の5,335
戸から2019年には10倍以上の58,182戸
に増加。農業経営改善計画の共同申請や、
農業者年金の加入を契機とした締結等が
要因

 大分県国東市の平山亜美さんは、2015年に、女性だけで会社
を立ち上げ、水耕ハウスでレタスを栽培

＜事例＞女性が輝く女性だけの農業法人（大分県）

 消費者としての女性の感性を活かしニーズに合った商品開発
をし、2016年度から2018年度で売上げは4,200万円から
7,200万円まで増加

 農村における女性による起業数も
1997年度の4,040件から2016年度に
は9,497件と２倍以上増加

 個人による起業が増加傾向。ビジネ
スチャンスを見い出し、グループから
独立したり、農外から参入する事例が
生まれている

 女性が６次産業化部門を担当する場合
に、女性の目線による細やかな気配りや
対応、女性ならではのアイデアが経営面
において強みとなっている

 地域農業の方針策定への参画の指標と
して農業委員及び農協役員に占める女性
の割合を見ると、2000年から2019年ま
での間で、農業委員は1.8％から12.1％、
農協役員は0.6％から8.4％に増加

 2015年に策定された第４次男女共同
参画基本計画で、農業委員と農協役員の
女性割合に成果目標が設定されたこと、
2016年の農業委員会法及び農業協同組
合法の改正において、年齢や性別に著し
い偏りが生じてはならない旨の規定が設
けられたことが女性の参画を後押し
一層の取組を推進することが必要

農業委員及び農協役員に占める女性の割合

資料：農林水産省「農業委員への女性の参画状況」、「総合農協統計表」
を基に作成

注：1) 農業委員:各年10月1日時点
2) 農協役員:各事業年度末

2019年度数値は、全国農業協同組合中央会調べ

0.1 0.2 0.3
1.8

4.1
4.9

7.4
8.1

10.6
11.8 12.1

0.1 0.1 0.2 0.6 1.9

3.9

7.2 7.5 7.7 8.0 8.4

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

農業委員に占める
女性の割合

農協役員に占める
女性の割合％

1985年

農村女性による起業数

678 1,683
2,956 4,076 4,808 5,1783,362

5,141

5,711
5,565 4,911 4,319

1997年度 2008 2012 2016

グループ経営

個人経営

9,641 9,719 9,497

20042000

8,667

6,824

4,040件

平山亜美さん（前列右から２人目）と
ウーマンメイク株式会社の皆さん
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もっと輝くために ～女性農業者を取り巻く課題と方策～

 農村地域の女性人口は近年減少。そのう
ち、子育て世代（25～44歳）の減少が顕
著で、男性より女性の減少が大

 農村においては、依然として、家事や育児
は女性の仕事であると認識され、男性に比べ
て負担が重くなっている傾向。女性農林漁業
者の一日の仕事・家事・育児の合計時間は７
時間７分で、男性農林漁業者に比べ１時間19
分多い

 農村地域では、医療・福祉分野での需要増
加により、女性労働力の確保に関する競合が
強まり。女性が働きやすい農業をつくるため
の取組を迅速に進めることが重要

資料：総務省「社会生活基本調査」を基に農林水産省作成

女性が働きやすく、暮らしやすい農業・
農村の環境整備

男女別職業別仕事・家事・育児時間の比較
（2016年）―週全体平均

農村地域の女性人口の推移
（単位：万人、％）

資料：農林水産政策研究所「家族農業経営における女性労働力の現状と
動向」（2018年）を基に農林水産省作成

2000年 2015年
増減率及び
ポイント差
（％）

農村地域女性人口 1,442 1,268 -12.1 
うち25～44歳 314 246 -21.7 

農村地域女性割合 51.8 51.8 0.0 
うち25～44歳 49.8 48.5 -1.2 

325
246 289

19 173 1244

8 22

仕事

家事

育児348分

427 435

＜事例＞ 非農家出身の女性が心機一転こんにゃく生産者
の経営を継承（群馬県）

 遠藤春奈さんは、2005年に、夫の地元である群馬県沼
田市で、こんにゃく生産者の経営を引き継ぐ形で新規就
農。６次産業化にも取り組み、丸く一口サイズに加工し
たあく抜き不要のこんにゃく（ちゅるりん玉）を開発

 若い女性の職業の選択肢に「農
業」を加えること等を目標とする
農業女子プロジェクトでは、
2016年から「チーム“はぐくみ”」
を結成。高校・大学校等の教育機
関によるプログラムと活躍する農
業女子メンバーが連携することで、
新規就農につながる取組を推進

 農業女子プロジェクトの
「チーム“はぐくみ”」パート
ナー校である蒲田女子高等学
校で特別講師を勤めるほか、
農業大学校からのインターン
の受入れ等次世代の教育活動
にも貢献

（単位：％）

資料：文部科学省「学校基本調査」を基に農林水産省作成

 農業高校の生徒数が減少傾向に
ある中で、女子の比率は伸長。栽
培技術の学習だけでなく、加工・
販売等女子に人気の高い職業に関
連する幅広い科目の設定等が要因

1999年度 2019年度

男 女 男 女

普通科 48.6 51.4 49.5 50.5

農業に関する学科 61.4 38.6 51.1 48.9

商業に関する学科 33.8 66.2 37.2 62.8

学科別高校生の男女比率の増減

男性
（農林漁業）

女性
（農林漁業以外）

女性
（農林漁業）

9

遠藤春奈さん（右から２番目）と
スタッフの皆さん
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 三重県伊勢市の南圭輔さん、絵美さんは、2006年に夫婦で就農し、い
ちごを生産。経営も軌道に乗りつつあった頃、子供の出産もあり、普及
指導員の勧めで家族経営協定を締結

 協定締結により、常に二人で相談しながら決定できる環境に。育児も
二人で協力し、子供の生活スタイルに応じて休日を設定するなど、就業
環境が改善され、家族が楽しく暮らせる経営を構築

＜事例＞家族経営協定の締結で農作業や子育てを分担（三重県）

 女性の新規就農者は、農作業のきつさ、
栽培技術、子育て等に悩みを抱える傾向

 女性が働きやすく、暮らしやすい農
業・農村をつくるためには、農村におけ
る意識改革、女性の活躍に関する周囲の
理解の促進が必要

 このため、仕事や家事、育児、介護等
の役割分担等を明確化する家族経営協定
の締結や農業経営改善計画の共同申請、
女性農業者のつながりの強化等を推進し
ていく必要

 また、育児を地域でサポートするネッ
トワークの構築、農作業の外部支援サー
ビスの活用や女性が作業しやすい農機具
の普及、e-learningを含めた農業経営等の
研修機会の確保、農業法人の就業環境の
整備等の推進も必要

10

 農業・農村の持続的発展のためには、農
業者としての立場に加え、生活者や消費者
として多様な視点を持つ女性の声を地域農
業の方針策定に反映していくことが重要

 このため、地域農業をリードする女性農
業者の育成、消費者等とのネットワークの
構築、人・農地プランの地域の話合いの場
への女性の参画等を推進する必要

＜事例＞ 世代交代を成し遂げた田舎のヒロインズ
（熊本県）

 1994年に発足した｢田舎のヒロインわくわ
くネットワーク｣は女性農業者を中心に都市農
村交流や加工品づくり等に取り組んできたが、
会員の高齢化により解散の危機に直面。初代
代表の山崎洋子さんは、世代交代を提案

 2014年に｢NPO法人田舎のヒロインズ｣と名
称を変え、熊本県の大津愛梨さんを代表に、
40歳以下の現役若手女性農業者を役員として、
新たに出発。農業後継者不足解消のための情
報発信や農業研修の受入れ等に取組

女性新規就農者の悩み（生活面）

9

17

20

子供の教育

思うように休暇がとれない

健康上の不安（労働がきつい） ％

10

18

19

設備投資資金の不足

技術の未熟さ

所得が少ない ％

資料：一般社団法人全国農業会議所全国新規就農相談センター「新規就農者の
就農実態に関する調査結果」（2017年）を基に農林水産省作成

女性新規就農者の悩み（経営面）

30 

43 

60 

子供が病気のときに預かってもらえ
る人や場所がない

妊娠中に仕事を休めない

自身がリフレッシュする時間がとれ
ない ％

資料：農林水産省「2019年度女性活躍推進にかかるアンケート調査」
（2019年８月調査）

農業と出産・育児・子育てとの両立に関する不安や悩み
（複数回答）

資料：一般社団法人全国農業会議所全国新規就農相談センター「新規就農者の
就農実態に関する調査結果」（2017年）を基に農林水産省作成

南さん家族

代表の大津愛梨さん（左から７人目）と
NPO法人田舎のヒロインズの皆さん

地域農業の方針策定への女性の
意見の反映
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