
19.2
25.6

35.5

17.1
26.8

35.2

19.1
27.7

31.4

25.4

23.2

26.9

27.8

22.5

27.2

33.5%

16.8%
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１．農業産出額と生産農業所得等の動向
農業総産出額

20
17

米
野菜

畜産

その他果実

20
14

11.7
兆円 11.5

9.1
8.1

9.3

19
90

19
84
年

20
00

20
10

9.1

1984年 2000 2010 2014 20181990
資料：農林水産省「生産農業所得統計」

2014年 2015 2016 2017 2018
水田作
経営

水田作作付延べ面積 1.83 1.92 2.01 2.14 2.23 
農業所得 34.3 63.3 77.6 89.6 72.4 

20ha
以上

水田作作付延べ面積 36.04 40.20 42.24 45.04 43.55 
農業所得 1,363.5 1,808.8 1,967.2 2,247.2 1,719.7 

施設野菜作
経営

施設野菜作作付延べ面積 0.47 0.51 0.53 0.54 0.55 
農業所得 429.5 509.9 572.9 522.5 543.7 

2ha
以上

施設野菜作作付延べ面積 4.09 4.74 4.38 4.86 4.55 
農業所得 1,260.4 1,579.7 2,163.6 1,446.0 1,940.9 

１経営体当たりの経営状況

資料：農林水産省「営農類型別経営統計からみた１農業経営体当たりの経営
状況（推計）」を基に作成

注：個別経営体と組織法人経営体の調査結果を母集団（農林業センサス）
の経営体数で加重平均した１経営体当たりの結果

8.4

改正後

市町村

①
従
来
方
式

集
積
計
画

集積計画作成
県に計画案を

協議

手続期間が短縮

出し手
→農地バンク
→受け手

②
新
方
式

都道府県市町村 農地バンク

集
積
計
画

配
分
計
画

配分計画
作成

縦
覧

集積計画
作成

出し手→
農地バンク

農地バンク
→受け手

+

担い手への農地集積率

資料：農林水産省作成

集積計画による一括処理のイメージ

 農業総産出額は、需要に応じた生産
の進展等により、2015年以降3年連続
で増加してきたが、2018年は、野菜、
豚、鶏卵等において、生産量の増加に
伴い価格が低下したこと等により、前
年比2.4％減少の９兆１千億円

 2018年の１経営体当たりの農業所得
は、施設野菜作経営と果樹作経営で前
年から増加した一方、水田作経営、酪
農経営、肥育牛経営で減少

２．農業の構造改革の推進
農地中間管理機構の活用等による農地の集積・集約化

 2019年の農地面積は、前年に比べ
て2.3万ha減少の440万ha

 2014年に発足した農地バンクを活
用した取組の結果、担い手への農地
集積率は年々上昇し、2018年度末で
56.2％

 2023年度までに担い手への農地集
積率８割の目標達成に向け、2019年
５月に改正農地バンク法を公布し、
「人・農地プラン」の実質化を推進

 また、農地バンクによる農地の借
入れ・転貸の手続を簡素化し、担い
手への農地の集積・集約化を加速

（単位：ha、万円）
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48.0 48.1 47.9 48.8 48.7 
50.3 

52.3 
54.0 55.2 56.2 %

2009
年度

2018

目 標
（2023年度までに８割）

資料：農林水産省作成
注：農地バンク以外によるものを含む

20172016201520142013201220112010



担い手の動向と人材力の強化
 2019年における基幹的農業従事者
は、前年比3.2％減少の140万4千人
で、平均年齢は67歳

 農業経営体は、前年比2.6％減少の
118万9千経営体。農業経営体数が減
少する一方、法人経営体は、従業員
を集めやすい、経営継続がしやすい
などの利点から、前年比3.1％増加の
２万３千経営体

 49歳以下の新規就農者は、他産業
との人材獲得競争が激化する中で、
2018年は１万９千人であり、近年は
減少傾向

 青年の新規就農を支援する農業次
世代人材投資事業は、これまで原則
44歳以下だった交付要件を2019年
度に49歳以下に拡大し、中山間地域
等での担い手不足解消に向けて活用
を促進

 深刻化する人手不足に対応するた
め、2019年４月から新たな外国人材
の受入れのための特定技能制度が創
設。2020年３月末時点で農業分野で
686人の外国人材を受入れ

 自然災害だけでなく様々なリスク
による収入の減少を補償する収入保
険が2019年１月からスタート。青色
申告を行っている農業者が対象

 2019年の加入実績は２万３千経営
体

 2020年からは、補償の下限を選択
することにより保険料が最大４割安
くなるタイプを新たに創設。農業共
済組合を始め、行政、農協等の関係
団体等が推進体制を構築して、加入
促進に取組

第２章 強い農業の創造

農業経営体数と組織経営体数

資料：農林水産省「農業構造動態調査」、「2015年農林業センサス」

（農業経営体数） （組織経営体数）

147.1
122.1 118.9

2014年 2018 2019

万経営体

法人経営体

1.5 2.3 2.3

2014年 2018 2019

3.2万経営体 3.6 3.6
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収入保険の実施

資料：農林水産省作成

＜事例＞収入保険加入者の声（北海道）
 ながいも等の野菜の市場価格
の変動にリスクを感じ、契約栽
培を増やして経営の安定を図っ
ているが、万全ではないため、
価格低下等による収入減少も補
償対象となる収入保険に加入

黒田栄継さん

資料：農林水産省作成

※ 基準収入の７割を補償の下限として選択した場合、保険料が４割引

49歳以下の新規就農者数

2.0万人 1.9
2.2

2008年 201820142010 2012 2016

2.2
1.9

1.8

資料：農林水産省「新規就農者調査」

新規参入者

新規雇用就農者

新規自営農業就農者

＜収入保険の概要＞

＜収入保険の対象となるリスク例＞

・ 保険料の掛金率は1％程度で、基準収入の８割以上の収入を補償

・ 原則として全ての農産物を対象に、自然災害だけでなく、価格低
下など農業経営上のリスクを幅広く補償

自然災害や鳥獣害などで

収量が下がった

市場価格が下がった

けがや病気で

収穫ができない

輸出したが為替変動

で大損した

倉庫が浸水して

売り物にならない

災害で作付不能に

なった
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３．農業生産基盤の整備と保全管理

158.0

152.4
147.4

138.1 138.6 137.9

130

140

150

160
主食用米の作付面積万ha

2010年産 2016 2019

４．米政策改革の動向
 主食用米の年間消費量が減少する中、

2018年産から行政による生産数量目標の
配分を廃止し、産地・生産者が中心と
なって需要に応じた多様な米の生産・販
売を行う米政策へと見直し、定着するよ
うに推進

 2019年産の主食用米の作付面積は、前
年産に比べて７千ha減少、生産量は作況
指数が99となり0.9％減少の726万ｔ。価
格は前年産とほぼ同水準

 今後とも主食用米の需要減少が続くと
想定される中、水田において、需要のあ
る麦、大豆、米粉用米、飼料用米等の戦
略作物や野菜、果樹等の高収益作物等へ
の転換を推進

 商業用の米の輸出量が過去５年間で約
４倍に増加。輸出事業者による海外の需
要先の開拓支援や輸出事業者と産地の結
び付け等を推進

 ノングルテン米粉第三者認証制度の運
用等により、2018年度の米粉用米の需要
量は前年度に比べて24％増加

4.5千ｔ
7.6 10.0 11.8 13.8

17.414.3億円
22.3

27.1
32.0

37.6
46.2商業用の米の輸出量と輸出額

輸出量

2014年 2015 2016 2017 2018 2019
資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
注：政府による食糧援助米を除く。

輸出額

0

24

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」
2012 2014 2018

 2018年の30a程度以上の区画に整備済みの
水田は66％、その７割は排水が良好で畑とし
ても利用可能な汎用田。畑地かんがい施設が
整備済みの畑は24％

 農地の大区画化や水田の汎用化・畑地化に
より、スマート農業の導入や野菜等の高収益
作物を取り入れた営農体系への転換を推進

 ICTを活用した情報化施工により農業農村
整備の建設現場の生産性が向上

農地の大区画化、水田の汎用化・畑地化等を通じた農業の競争力強化
＜事例＞農地中間管理機構と連携する農地
整備事業（愛知県）
 水田として整備された愛知県田原市和地太田地
区は､その大半が荒廃農地化。水田の畑地化に向
けた調整を進めていたが､農業者の費用負担の問
題から、実現には至らず

 農業者の費用負担を求めない農地中間管理機構
関連農地整備事業の創設を受け､担い手12名への
農地の集積・集約化等を図るべく､同事業に着手

 水田の大区画化･畑地化を進め､担い手による効
率的な農地利用を目指す(2023年事業完了予定)

基盤整備実施地区

農業水利施設の長寿命化
 農業水利施設の整備状況は、基幹的水路が

5万1,154km、ダムや取水堰等の基幹的施設
が7,582か所

 計画的かつ効率的な補修・更新等により、
施設を長寿命化し、ライフサイクルコストを
低減

13千ｔ

37

20 23 28 28
5千ｔ

17

25 23 25
31

米粉用米の生産量と需要量

2009年度 2015 2018

需要量

資料：農林水産省作成

生産量

2011 20172013
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５．主要農畜産物の生産等の動向

小麦・大豆

15.7 15.3 12.9

8.6 10.1
8.8

14.2万ha 15.0 14.4

27.3 29.9 35.9

73.1 60.8
67.8

21.3万ha 21.2 21.2

大豆の作付面積と収穫量

資料：農林水産省「作物統計」

作付面積

北海道
都府県

100.4万ｔ
都府県

北海道

2015年産 2017 2019 2015年産 2017 2019

103.7 24.3万ｔ
90.7

25.3
21.8

作付面積
小麦の作付面積と収穫量

 2019年産の小麦の収穫量は、天候に
恵まれたこと等から前年産に比べ36％
増加。大豆は前年産と同程度

 国産小麦・大豆については需要が高
まっていることを踏まえ、需要に応じ
た品質の実現・安定化が必要であり、
食品産業との連携強化、スマート農業
によるコスト低減、排水対策、加工適
性等に優れた新品種の開発・導入等を
推進

加工・業務用及び家計消費用の
仕向け量（主要野菜）

1,081万ｔ 1,002 957

加工・業務用 家計消費用

(51％)

(49％)

(55) (57)

(45) (43)

資料：農林水産政策研究所
注：1) 主要品目として指定野菜

（13品目）を用いて試算
2) ( )内の数値は、加工・業
務用と家計消費用が占
める割合

1990年 2005 2015

野菜

果実
 2018年産の果実の生産量は、天候不
順等の影響を受けた前年産に比べ0.9％
増加

 生産基盤が弱体化する中、需要に応
じた生産を確保するため、労働生産性
の向上が可能な省力樹形の導入を推進

 食の外部化・簡便化が進展する中、
美味しさや食べやすさ等の消費者の
ニーズに対応した果実及び果実加工品
の供給を推進

25

 2018年産の野菜の生産量は、天候不
順の影響から前年産に比べ2.1％減少

 加工・業務用向けの需要が全体の６
割まで拡大。特に、冷凍野菜は、利便
性が高いこと等から増加傾向。国内流
通量の大半が輸入冷凍野菜

 こうした新たな需要に応える生産体
制を強化するため、複数産地と連携し、
実需者への安定供給を果たす拠点事業
者の育成、水田を活用した新たな産地
の形成等を推進

ジョイント仕立てのせん定作業省力効果
（なしの例）

資料：神奈川県農業技術センター「『ニホンナシ樹体ジョイント仕
立て』～早期成園化、省力・低コスト栽培技術開発に向けて
～」

慣行 ジョイント 慣行 ジョイント
経験者 未経験者

44％短縮

44％短縮

9.78分/㎡

5.52

18.07

10.10

92.4 91.2

9.7 9.5
7.6

7.2

100.9 108.9

2013年 2015 2019

116.1

資料：一般財団法人日本冷凍食品協会
「冷凍食品の生産・消費について」
を基に農林水産省作成

注：冷凍野菜の流通量は輸入量と国内
生産量を合計した値

冷凍野菜の国内流通量

102.1万ｔ 108.5

国内生産輸入冷凍野菜

2017

100.7



６．生産現場の競争力強化等の推進

第２章 強い農業の創造

スマート農業の推進
スマート農業実証プロジェクトの主な実証例

農作業安全対策の推進

26

可変施肥田植機(新潟県新潟市) 無線遠隔草刈機(兵庫県養父市)

 2019年度から、スマート農業技術を生産
現場に導入・実証する「スマート農業実証
プロジェクト」を全国69地区で開始し、２
年間かけて経営効果を検証

 2019年4月から、様々な農業関連のデー
タを連携・活用できる農業データ連携基盤
（WAGRI）の運用が始まり、参加企業等に
よるWAGRIを活用したサービス提供が開始

 農業用ドローンの更なる普及に向け、
2019年７月に、農薬の空中散布を行う際の
手続を円滑化する等、環境整備が進展

畜産物
 飼養戸数は全ての畜種で減少傾向である一
方、１戸当たり飼養頭羽数は増加傾向であり、
大規模化が進展

 生乳生産量は北海道で増加する一方、都府
県で減少していることから、依然として減少
傾向にあるものの、今後の乳用後継牛となる
２歳未満の未経産牛の飼養頭数が増加してい
ることから、生乳生産量は回復の見込み

 牛肉の生産量は繁殖雌牛の増加により、２
年連続で増加

 牛乳乳製品、牛肉の国内需要の増加への対
応と輸出拡大に向けて、増頭奨励金の交付等
による生産基盤の強化、中小・家族経営の施
設整備による経営基盤の継承等を推進

葉たばこ
 葉たばこの収穫面積と収穫量が、耕作者の
高齢化等により、減少傾向で推移する中、JT
による生産性向上に向けた支援

2.0万ｔ 1.8 1.7

8.6千ha
8.0 7.1

2014年 2016 2018

収穫面積

収穫量

葉たばこの収穫面積と収穫量

資料：日本たばこ産業株式会社「買入実績」を基に農林水産省で
作成

3,931 3,912 3,922 3,967

3,677
3,496 3,368 3,315

2,500

3,500

4,500

7,607 7,407 7,290 7,282

7,000

8,000

全国
北海道

都府県

生乳生産量

資料：農林水産省「牛乳乳製品統計」

0
～～

2012年度 2015 2017 2018

51.4万ｔ 47.5 47.6

2012年度 2015 2018

牛肉生産量

千ｔ

資料：農林水産省「食料需給表」

農業
12.5

8.0

2.0 全産業
6.1
1.4

15.616.4人

19.7農業のうち
65歳以上

建設業

2008年 2018

10万人当たりの事故死亡者数

資料：厚生労働省「死亡災害報告」、総務省「労働力調査」、
農林水産省「農作業死亡事故調査」、「農林業センサス」、
「農業構造動態調査」を基に農林水産省作成

2013

 農業の10万人当たりの事故死亡者数は他
産業よりも多く、15.6人

 主な事故要因である農業機械作業に係る
事故を減らすため、トラクターへの安全
キャビン・フレームの装備やシートベル
ト・ヘルメットの装着等を推進
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環境保全に配慮した農業の推進
 我が国の有機食品の市場規模は約10
年間で1.4倍に拡大。有機農業取組面
積も４割増の２万４千haとなったが、
全耕地面積に対する割合は0.5％

 新たな「有機農業の推進に関する基
本的な方針」では、有機農業の生産拡
大と有機食品の国産シェア拡大に向け
た生産及び消費の目標を設定

７．気候変動への対応等の環境政策の推進

気候変動に対する緩和・適応策の推進等

８．農業を支える農業関連団体

区分 回答者 2016
年度

2019
年度

農産物販売事業の見直しに
ついて、「具体的取組を開始
した」と回答したもの

総合農協 68.0 91.4 

農業者 25.6 40.4 

生産資材購買事業の見直しに
ついて、「具体的取組を開始
した」と回答したもの

総合農協 65.5 91.7 

農業者 24.0 43.7 

農協改革に関するアンケート （単位：％）

資料：農林水産省「農協の自己改革に関するアンケート調査」
（2019年９月公表）

 農協改革集中推進期間において、農
産物の有利販売や生産資材の有利調達
等農業者の所得向上を目的とした自己
改革の取組は進展

 農業委員とは別に農地利用最適化推
進委員が設置され、農業委員会による
各地域における農地利用の最適化の取
組の活発化が期待
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脱炭素化社会に向けた農林水産分野の基本的考え方
（2019年４月）

資料：農林水産省作成
2010年度 2014 2017

我が国の有機農業取組面積

資料：農林水産省作成

新たな有機農業の推進に関する基本的な方針における目標

資料：農林水産省作成

【有機農業の取組面積】 23.5千ha (2017年) →  63千ha(2030年)

【有機農業者数】 11.8千人 (2009) →  36千人(2030)

【有機食品の国産シェア】 60% (2017) → 84％(2030)

【週１回以上有機食品を
利用する消費者の割合】 17.5% (2017) → 25％(2030)

有機JAS認証
取得農地

有機JAS認証未取得だが
有機農業を実施する農地

全耕地面積に
占める割合

16.7千ha
21.6

23.5

0.36％

0.48％ 0.53％

再生可能エネルギーのフル活用
と生産プロセスの脱炭素化

海外の農林水産業の温室
効果ガス削減への貢献

炭素隔離・貯留の推進と
バイオマス資源の活用

農畜産業からの排出削減対策と
消費者の理解増進

脱炭素化社会に向けた４つの取組方針

 2019年８月に公表されたIPCC土地
関係特別報告書では、人為的活動に起
因する世界の正味の温室効果ガスの排
出量のうち、農業や林業等の土地利用
による排出量は約23％に相当

 農林水産省では、2019年４月に「脱
炭素化社会に向けた農林水産分野の基
本的考え方」を取りまとめ、４つの取
組方針の下で温室効果ガスの大幅削減
を目指す取組を促進

 顕在化しつつある気候変動に適応す
るため、高温でも品質低下が起こりに
くい水稲等、農業への影響を回避・軽
減する品種や技術の開発・普及を推進
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２．中山間地域の農業の振興

１．農村の現状と地方創生の動き
農業地域類型区分別の人口推移と将来予測

74 

8995 

68

122 

58

170 

100 

46

平地農業地域

山間農業地域

中間農業地域

都市的地域

（2015年を100とする指数）

1970年 1985 1995 2005 2015 2025 2035   2045
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＜事例＞棚田を核に地域おこし（長崎県）
 長崎県平戸市の春日集落は文化庁の重要文化的景
観に選定。これを機に、歴史や景観に配慮した環境
整備に加え、耕作放棄地を活用した農業体験や棚田
米を使った日本酒等の商品化に取り組み

春日集落でのもてなし

 2018年には集落が世界
文化遺産に登録され、観光
客は２万人にまで増加

 空き家を改修した集落拠
点で住民が来訪者をもてな
す文化観光の形が形成

３．農泊を中心とした都市と農山漁村の共生・対流
農泊のイメージ

資料：農林水産省作成

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－」

 今後、2045年までに都市的地域を含む全て
の類型区分で人口が減少することが見込まれ
るが、近年、若者を中心に都市部から農山漁
村への移住に関心を持つ「田園回帰」の流れ
が拡大

 2019年12月に策定された第２期「まち・
ひと・しごと創生総合戦略」において、東京
圏への一極集中の是正に向けた取組を関係省
庁が連携して実施することが記載

 特定地域づくり事業推進法により、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、若者等の農村定住を推進

 中山間地域は、人口の１割、農地面積、
農業産出額の４割を占め、食料生産・多
面的機能の発揮の面で重要な役割

 中山間地域の所得向上に資するなど地
域資源を活用した取組等を行う地区を
2024年度までに250地区創出すること
を目標に、基盤整備と活性化を推進

 2019年８月、棚田地域振興法が施行。
地域の多様な主体が参画する取組を関係
府省庁横断で総合的に支援

 農林水産省では、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を
目指して515地域を採択し、農泊の取組
を支援

 2018年度までに支援した349地域の
訪日外国人旅行者を含めた延べ宿泊者数
は2016年度の288万人から2018年度に
は366万人に増加
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4．農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮

資料：農林水産省作成

日本型直接支払制度の概要

 地域の食と農林水産業を核に、訪日外国人旅
行者等を誘客する「SAVOR JAPAN」認定地域
として2019年度は新たに６地域を認定し、27
地域に

 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「ディスカバー農山漁村の
宝」として2019年は新たに31地区と５人を選
定。また、それまでに選定された地区等が集ま
る「サミット」を開催

延べ宿泊者数

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

2)2019年４月時点

29 大分県国東半島宇佐地域
ブランド認証米

静岡県掛川周辺地域
緑茶ポップコーン

む ら 2,760 3,060 3,380

120
230

280

0

1,000

2,000

3,000

4,000

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

2016年度 2017 2018

古民家を改修した一棟貸しの
農泊施設「corasita」（洋室)

（和室)

 宮崎県高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、諸塚村、椎葉村
の５町村を対象とするフォレストピア高千穂郷ツーリズム
協会は、2012年に交流人口の増加を図る取組として設立

 山暮らし、藁・竹細工等の交流プログラムや地域の食の
提供等により、一般旅行者や海外からの修学旅行を誘致

 九州では第１号となるSAVOR JAPANに認定

＜事例＞農泊により海外や都市との交流人口が増加（宮崎県）

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

 農業・農村が持つ多面的機能（国土の
保全、水源の涵養、自然環境の保全、良
好な景観の形成、文化の伝承等）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
農業を継続することが重要。また、その
国民の理解を広げることが重要

 多面的機能支払制度により､非農業者
等の共同活動への参画が拡大し、2018
年度には242万人・団体が活動するとと
もに､農業水利施設等の適切な保全管理
等､多様な効果が発現

 中山間地域等直接支払制度の取組によ
り7.5万haの農用地の減少防止等の効果

 環境保全型農業直接支払制度の取組に
より温室効果ガスが年間14万ｔ削減

 世界農業遺産、日本農業遺産、世界か
んがい施設遺産の認定を契機とした農産
物のブランド化や観光等の促進に向けた
取組を実施
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６．再生可能エネルギーの活用
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

838 765 835 795 810

35 66
230 458 627

152 168
182

197
236

66 74
78

87
100

1,091億kwh 1,074
1,326

1,536
1,773

9.5% 10.0

12.5
14.6

16.9
発電全体に占める再生可能
エネルギーの割合

水力

太陽光

バイオマス
風力・地熱

2010年度 2012 2014 2016 2018

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

 2018年度のジビエ利用量は、前年度比
15.8%増の1,887t。ジビエ利用率は、シカ
13％、イノシシ６％と低い水準。また、野生
イノシシのCSF感染地域では食肉処理施設へ
の影響も生じているため、シカの利用への転
換等のほか、野生イノシシにおける感染拡大
防止に取組

 国産ジビエ認証制度による消費者の安心確
保やジビエプロモーション等の取組による需
要拡大を推進

 シカ肉は低カロリーかつ高栄養価の食材と
して注目。アスリート食としての消費も期待

5．鳥獣被害とジビエ
鳥獣被害の現状と対策

消費の広がるジビエ 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

665 814 957

343
324

426150
373

374

125

118
130

1,283 t

1,629 
1,887 

2017 2018

その他

ペットフード

イノシシ
（食肉）

シカ
（食肉）

資料：農林水産省作成

野生鳥獣による農作物被害額

イノシシ

シカ

サル

その他
獣類

鳥類

30

ジビエ認証マーク

55 51 47 

76 
56 54 

13 
10 8 

20 

19 19 

36 

35 
29 

199 億円

172 
158 

2013 2016 2018年度

 野生鳥獣による被害額は、年々減少し2018
年度は158億円となったものの、鳥獣被害は、
営農意欲の減退による耕作放棄の要因にも
なっており、農山村に深刻な影響

 鳥獣被害防止特措法に基づき、2019年４月
末時点で1,198市町村が鳥獣被害対策実施隊
を設置

 ICTを利用したスマート捕獲も展開。シカ
とイノシシの捕獲頭数は10年間で倍増。一方
で、被害が増加している地域もあるため、地
域の実情に合わせた対策が必要

 「長期エネルギー需給見通し」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2030年度までに22から24％にする目標を
設定。2018年度は前年度から0.9ポイント上
昇の16.9％

 2019年７月に改定した農山漁村再生可能エ
ネルギー法に基づく基本方針では､再生可能
エネルギー電気･熱に係る収入等の経済規模
の目標を600億円に設定

 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

2016年度



是非残してい
くべき

どちらかといえば
残していくべき

どちらかといえば
宅地化すべき

どちらとも言えない

積極的に宅地化すべき

保全すべき
71.0％

34.3％

2.9％

7.1％

36.7％

19.1%
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7．都市農業の振興
都市住民の都市農業・都市農地の保全に対する考え方

資料：農林水産省「都市農業に関する意向調査」
注：1) 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
3) 回答数は2,000人

８．農福連携の推進

＜コラム＞ノウフクJASの認証
 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」を制定

 2020年３月までに10事業者が認証
ノウフクJAS認証第１号

31

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

＜コラム＞農福連携の推進の鍵となる
専門人材
 農業者と障害者の間を取り持ち、障
害者の職場定着を支援する専門人材の
育成及び派遣を行う取組が各地で展開

農業ジョブトレーナー実地研修
資料：三重県

資料：農林水産省作成

ノウフクJASマーク

 都市住民への調査では、7割が都市農業・
都市農地を残していくべきと回答

 2018年９月に施行された都市農地貸借法
により、生産緑地地区の農地の貸付けが安
心して行えるようになり、2018年度末で８
万３千㎡の農地について認定・承認

 農福連携に取り組むことにより、農業者側は
年間売上の向上、作業の見直しによる効率
向上、障害者側は工賃向上等に効果があっ
たと回答

 2019年６月、農福連携等推進会議にお
いて、農福連携等推進ビジョンを決定
• 農福連携の全国展開のため、戦略的
プロモーション、ワンストップ窓口
体制の整備、マッチングの仕組みの構
築、専門人材の育成等を促進

• 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

 障害者等の雇用・就労促進のため、セ
ミナー開催等による農福連携の普及啓発
とともに、農業用ハウスや加工施設、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の支援を
実施
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