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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



 2015年に開催された国連サミットで、2030年までの国際目標であるSDGsが採択
 農業・食品産業はその活動を自然資本や環境に立脚しており、SDGsの達成に率先し
て貢献しつつ、消費者の行動や他分野からの投資を主導することで、新たな成長に
つながる可能性

 実施方針に基づき、官民で様々な取組が推進。農林水産省では、持続可能な生産と
消費の普及に向けて、「持続可能な生産消費形態のあり方検討会」を立ち上げ、
2020年３月に中間取りまとめを公表

トピックス
１ 食料・農業・農村とSDGs（持続可能な開発目標）

MDGs（ミレニアム開発目標）からSDGsへ
 2000年、国連ミレニアムサミットでMDGs（ミレニアム開発目標）が採択。開発途上国
の課題解決を目指し、貧困、ジェンダー等に関する８つの目標を掲げ取組

 2015年に、「誰一人取り残さない」ことを基本理念とし、先進国を含む全ての国が取り
組む目標としてSDGsが採択。１7の目標と169のターゲットを設定

官民を挙げたSDGs実施の推進
 2016年12月に我が国の取組の指針である
「SDGs実施指針」を決定。日本として特に
注力すべき８課題に再構築

 2019年12月に「SDGs実施指針」が改定さ
れ、目標達成に役割を果たす存在として、次
世代の若者を新たに位置付け、啓発や教育を
強化

＜コラム＞G20新潟農業大臣会合にお
いてSDGsが議論
 2019年５月、「G20新潟農業大
臣宣言」に各国がSDGsの実現に積
極的に取り組むことが盛り込まれた

G20新潟農業大臣会合の様子

11

＜コラム＞農山漁村からはじまるSDGs
 SDGsの17の目標のうち、「環境」に深く関係する目標は
他のゴールの土台
また、経済的に持続可能な形で「環境」を維持し循環させ

ていくため、様々な「技術」を活用した取組が進行

「環境」や「技術」、「ビジネスモデル」の観点から、農山漁
村で行われているSDGsの取組についてパンフレットを作成しPR

食料・農業・農村分野での取組
 食料・農業・農村分野において、環境に配慮した生産活動を積極的に推進するととも
に、持続可能な消費、持続可能な地域づくりを進めていく必要があり、これらの取組を
後押しする施策を展開

 NPO、民間企業、消費者、地方公共団体、協同組合等もSDGs実施の重要なパートナー



トピックス１ 食料・農業・農村とSDGs（持続可能な開発目標）
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子供食堂「だんだん」

（１）あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現

 健全な食生活を実現し、あらゆる人々が活躍する社会の礎を
支えるため、「日本型食生活」の普及等の食育を推進

 食料品アクセス改善に向け、先進事例や支援施策の情報提供
等の環境整備を推進 等

（２）健康・長寿の達成

 世界の飢餓人口が増加に転じる中、途上国の栄養不良問題の解決に向け、国内食品事
業者等の栄養改善ビジネスの国際展開等を支援 等

（３）成長市場の創出、地域活性化、
科学技術イノベーション

 ロボット、AI、IoT等の先端技術を活用したスマート農業の全
国展開を加速化するため、スマート農業実証プロジェクトを開始

 農業の成長産業化に向け、水田フル活用や、水田の汎用化・畑
地化のための基盤整備等を推進し、高収益作物への転換等を推進

 農林水産業を担う人材育成として、新規就農者の確保・育成等
を推進

 農林水産物・食品の安全性の向上のため、有害化学物質・微生
物の汚染実態等調査や科学的知見を得るための研究等を実施

 農山漁村を含む地域の活性化を図るため、農泊をビジネスとし
て実施できる地域の体制整備、農福連携の取組等を推進 等

自律多機能ロボット

農泊

＜事例＞生物多様性に配慮したワイン用ぶどうの栽培（長野県）

 メルシャン株式会社は、2003年から長野県上田市内
の遊休農地を活用し、ワイン用ぶどう畑29haを整備

 垣根栽培・草生栽培のぶどう畑は広大な草原の
体をなしており、調査の結果、ベニモンマダラ等希少種
を含む昆虫168種、植物258種の生息を確認

 NPOやボランティア等と連携して、ほ場周囲の植生の再生活動等にも取組

  

垣根栽培・草生栽培のぶどう畑



トピックス１ 食料・農業・農村とSDGs（持続可能な開発目標）
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持続可能な生産と消費の普及に向けて

 農林水産省では、2019年11月に「持続可能な生産消費形態のあり方検討会」を立ち上げ、
2020年3月に、サステナブルデーの創設や表彰の実施等を含む中間取りまとめを公表。今
後は、事業者等のネットワークを構築し、事業者等の主体的な取組や事業者間の連携を促
進

（４）持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備

 農地や農業用水は、農業生産における基礎的な資源。これらの確保と有効利用に向けて、
担い手への農地の集積・集約化や農地の大区画化等を推進

 自然災害の頻発化、激甚化に備え、農業水利施設等の長寿化や耐震化等のハード対策、
ハザードマップの作成等のソフト対策を適切に組み合わせた農村地域の防災・減災対策を
推進 等

（５）省・再生可能エネルギー、防災・
気候変動対策、循環型社会

 営農型太陽光発電や地域資源を活用したバイオマス発電等、
農林漁業と調和のとれた再生可能エネルギーの導入等を推進

 農林水産分野における気候変動影響評価、温室効果ガス削減
等の気候変動緩和技術の開発等を実施

 食品ロスの削減に向け、納品期限の緩和等の商慣習の見直し、
季節商品の需要に見合った販売等を推進 等

パネル下の落花生栽培

（６）生物多様性、森林、海洋等の環境の保全

 持続可能な農業の推進のため、有機農業等、環境保全型農
業を促進

 遺伝資源保全の促進に向け、海外植物遺伝資源の収集・保
存等の国際協力を実施

 海洋プラスチックごみ対策として、食品用プラスチック製
容器包装や農業由来廃プラスチックの適正処理、排出抑制等
の取組を推進 等

生分解性マルチ

（７）SDGs実施推進の体制と手段

 途上国への官民ミッションの派遣、二国間政策対話等の枠組
を活用し、途上国のフードバリューチェーンの構築を支援 等

収穫したキャベツを持つ
現地農業者



 日米貿易協定が2020年1月に発効
 日本側の関税についてTPPをはじめとする過去の経済連携協定の範囲内とし、米を関
税削減から除外するとともに、牛肉輸出に係る低関税枠を大きく拡大するなどの成果

 マーケットの拡大を生かすため、我が国の農林水産業の生産基盤の強化と新市場開拓
の推進等の万全の対策を実施

トピックス
２

交渉の概要
 日米貿易協定は2019年4月から交渉開始、9月25日の日米首脳会談で最終合意を確認し、

10月7日に署名

合意内容

 米について、米粒（もみ・玄米・精
米・砕米）のほか、調製品を含め、関
税削減・撤廃等からの除外を確保

 脱脂粉乳・バター等、TPPでTPPワイ
ドの関税割当枠が設定された品目につ
いて、新たな米国枠を一切認めず

 牛肉について、TPPと同内容の関税
削減とし、2020年度のセーフガードの
発動基準数量を、2018年度の米国から
の輸入実績より低い水準に設定

主な品目の合意内容（米国からの輸入）（抜粋）

資料：農林水産省作成

日本側関税に関する規定

 牛肉について、協定発効前の日本枠
200tと64,805tの複数国枠を合わせた、
低関税の複数国枠65,005tへのアクセ
スを確保

 我が国の輸出関心が高い品目（醤油、
ながいも、切り花、柿等）で関税削
減・撤廃を獲得

米国側関税に関する規定

品目 合意内容

米 ・米粒のほか、調製品も含め、全て除外（米国枠も設けな
い）

小麦
・TPPと同内容でマークアップを45％削減（現行の国家
貿易制度、枠外税率（55円/kg）を維持）
・TPPと同内容の米国枠を設定

大麦
・TPPと同内容でマークアップを45％削減（現行の国家
貿易制度、枠外税率（39円/kg）を維持）
・新たな米国枠は設けない

牛肉

・TPPと同内容で９％まで関税削減し、セーフガード付き
で長期の関税削減期間を確保
・セーフガード発動基準数量は、2020年度24.2万トン。
以後、TPPの発動基準と同様に増加し、2033年度29.3万
トン
・2023年度以降については、TPP11協定が修正されてい
れば、米国とTPP11発効国からの輸入を含むTPP全体の発
動基準に移行する方向で協議

豚肉

・TPPと同内容で、従価税部分について関税を撤廃、従量
税部分について関税を50円/kgまで削減。差額関税制度と
分岐点価格（524円/kg）を維持し、セーフガード付きで
長期の関税削減期間を確保
・従量税部分のセーフガードは、米国とTPP11発効国か
らの輸入を含むTPP全体の発動基準数量とし、2022年度
9.0万トン、以後、TPPの発動基準数量と同様に増加し、
2027年度15.0万トン

脱脂粉乳・
バター ・新たな米国枠は設けない

ホエイ
・TPPと同内容で、脱脂粉乳と競合する可能性の高いホエ
イ（たんぱく質含有量25-45％、25％未満）について
セーフガード付きで長期の関税削減期間を確保した上で関
税を撤廃

チーズ
・TPPと同内容
・シュレッドチーズ原料用フレッシュチーズについて新た
な米国枠は設けない

日米貿易協定の発効と対策等
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トピックス２ 日米貿易協定の発効と対策等

 日米貿易協定は2020年１月１日に発
効

 この結果、４億５千万人の人口と世
界全体の３割に相当する25兆５千億ド
ルのGDPを有する貿易圏が誕生

 内閣官房の経済効果分析では、我が
国の実質GDPが約0.8％（約４兆円）押
し上げられ、その際労働供給が約0.4％
（約28万人）増加

世界の人口とGDPに占める
我が国と米国の割合(2018年)

協定の発効

総合的なTPP等関連政策大綱の改訂 資料：外務省資料を基に農林水産省作成

米国4.3

その他
68.8

日本1.7%

EU 6.7

中国
18.5

(人口)

その他
32.6

日本5.8%

EU
21.9

中国
15.9

(GDP)

米国
23.9

総合的なTPP等関連政策大綱の概要

1 強い農林水産業の構築（体質強化対策）
大綱策定以降、各種の体質強化策を実施。

○次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育成
幅広い世代への就農支援、農地の大区画化・汎用化、
棚田・中山間地域対策

○高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの
開拓
輸出のための司令塔組織の創設、グローバル産地づくり

○国際競争力のある産地イノベーションの促進
産地生産基盤パワーアップ事業、スマート農業実証の加

速化、全国的な土づくりの展開
○畜産・酪農収益力強化総合プロジェクトの推進

畜産クラスター事業、これを後押しする草地の大区画化、
肉用牛・酪農経営の増頭・増産対策

○合板・製材・構造用集成材等の木材製品の国
際競争力の強化

○持続可能な収益性の高い操業体制への転換

２ 経営安定・安定供給のための備え（重要５品
目関連）
TPP等発効後の経営安定に万全を期すため、協

定発効に合わせて経営安定対策の充実の措置を講
ずる。
○米（政府備蓄米の運営見直し）
○麦（経営所得安定対策の着実な実施）
○牛肉・豚肉、乳製品（畜産・酪農の経営安定対策の
充実）

○甘味資源作物(加糖調製品を調整金の対象)

３ 知的財産権の保護の推進
○地理的表示（GI)
○植物新品種・和牛遺伝資源保護

資料：内閣官房TPP等政府対策本部資料を基に農林水産省作成

 TPP11、日EU・EPAに続く日米貿易
協定により、我が国は名実ともに新た
な国際環境に

 政府は、国民に対する丁寧な説明・
情報発信を行うとともに、2019年12
月に「総合的なTPP等関連政策大綱」
を改訂

 経営規模の大小や中山間地域といっ
た条件にかかわらず、意欲的な農林漁
業者が創意工夫を最大限発揮できるよ
う配慮し、大綱では肉用牛・酪農経営
の増頭・増産等、生産基盤の強化に向
けた施策を新たに盛り込み、輸出のた
めの司令塔組織も創設

 2019年度補正予算において、改訂さ
れた大綱に基づく体質強化対策を実施
するため、3,250億円を確保

 農林水産省は、2019年12月に、日
米貿易協定による農林水産物の生産額
への影響について試算結果を公表。関
税削減等の影響で価格低下による生産
額の減少が生じるものの、国内対策に
より、引き続き国内生産量が維持され
るものと見込み、農林水産物の生産減
少額は約600から1,100億円、日米貿易
協定とTPP11を合わせた影響は約
1,200から2,000億円と試算
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第１章 食料の安定供給の確保

２．グローバルマーケットの戦略的な開拓
農林水産物・食品の輸出促進 農林水産物・食品の輸出額

2012年 2019

林産物→
水産物→

←5,878

←370

←2,873

農産物→

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

8,0717,5027,451
6,117

5,505
4,497億円

9,068 9,121

2014 20162013 2015 2017 2018

 2019年の農林水産物・食品の輸出額は、
１兆円の目標には届かなかったものの、
9,121億円となり、７年連続で過去最高を
更新。特に牛肉は、和牛等の人気の高ま
りにより輸出額が大幅に増加

 農林水産物及び食品の輸出の促進に関
する法律に基づき、2020年4月に輸出促
進を担う司令塔として農林水産物・食品
輸出本部を農林水産省に創設

 輸出に意欲的な生産者同士の意見交換
等を通じて、商談への橋渡しを行うこと
を目的としたGFPに2019年度末で2,801
件登録。また、海外のニーズや規制に対
応したGFPグローバル産地計画を29産地
承認

 動植物検疫協議の進展により、タイへ
の豚肉の輸出が解禁されるなど、2019年
度は６つの国・地域の８品目で輸出が解
禁又は検疫条件が緩和
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農林水産物・食品の輸出拡大のための体制整備

・輸出証明書発行
・生産区域指定
・加工施設認定
民間の登録認定機関による認定も可能とする

・輸出先国との協議 ・輸出円滑化措置（証明書発行・施設認定等） ・事業者支援 等

・食肉加工施設の認定等のスピードアップ ・輸出先国との協議の一体的実施 等

農林水産物・食品輸出本部（農林水産省に設置）

農林水産大臣（本部長）

更なる輸出拡大を図る

総務大臣、外務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣等

事業者支援輸出円滑化措置

基本方針の策定

実行計画（工程表）の作成・進捗管理

主務大臣
（農水、厚労、財務） 都道府県等

農水大臣
・日本政策金融

公庫による低利
融資、債務保
証 等

事業者

輸出事業計画
の認定 支援

資料：農林水産省作成

１．食料自給率と食料自給力

 2018年度では、供給熱量ベースは天
候不順により小麦等の生産量が減少した
こと等から前年度から１ポイント低下し、
過去最も低い37％、生産額ベースは前
年同の66％

 食料の潜在生産能力を表す食料自給力
指標は、米・小麦中心の作付けでは推定
エネルギー必要量を下回る一方、いも類
中心の作付けではこれを上回る

 食料自給率向上に向け、担い手への農
地の集積・集約化、新規就農の促進等に
よる生産基盤の強化とともに、消費者に
対する国産農産物の消費拡大等を推進す
る必要

総合食料自給率

生産額ベース

供給熱量ベース

73％

86％
82

71
66

53

37

40
37

72

資料：農林水産省「食料需給表」

2018200519851965年度

2,730

1,773

いも類中心の作付け

米・小麦中心の作付け

再生利用可能な荒廃農地に
おいても作付けする場合

2,500
2,546

1,727
1,691

3,141kcal/人・日

2,056

2,877

2,020

資料：食料・農業・農村基本計画（2020年３月閣議決定）

推定エネルギー必要量
2,169

食料自給力指標の推移

1985 1993 2003 2018
（概算値）

1965年度



27.0 
45.3 

69.3 
101.0 

17.0 

25.1 

25.3 

29.4 

5.5 

10.6 

12.2 

12.2 

54.7 千店

88.7 

117.5 

156.2 

アジア

北米
欧州

中南米
その他

2013年 2015 2017 2019

第１章 食料の安定供給の確保

海外の日本食レストラン数

資料：農林水産省作成

全国計
GLOBALG.A.P. ASIAGAP JGAP

699 1,869 2,773

資料：GAP普及推進機構、日本GAP協会の公表資料を基に農林水産省作成
注：2018年度末時点

GAP認証取得経営体数（農産物）

我が国で開発された優良品種の海外流出の例

資料：農林水産省作成

2019年度にGI保護制度に登録された産品

資料：農林水産省作成

生産物が
ASEAN諸国等に

輸出

韓国産シャインマスカット
（タイ市場）

中国産シャインマスカット
（タイ市場）

中国産シャインマスカット
（中国市場）

種苗が
流出

日本産シャインマスカット
（国内市場）

日本食・食文化の海外展開
 海外における日本食レストランの数
は、2019年は約15万６千店となり、
2013年の３倍近くに増加

 2019年度末で、海外で日本産食材を
積極的に使用する「日本産食材サポー
ター店」は4,776店、外国人料理人を
認定する「日本料理の調理技能認定」
は1,375人、日本食・食文化の魅力を
国内外に効果的にPRする「日本食普及
の親善大使」は109人

知的財産の保護
 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する地理的表示
（GI）保護制度に基づき、2019年度は
新たに19産品が登録され、計94産品が
登録

 植物新品種の保護に関する検討会を
開催し、育成者の意図に反した海外流
出防止策等について検討、種苗法改正
案を国会に提出

 和牛遺伝資源の流通管理に関する検
討会を設置し、和牛遺伝資源の知的財
産としての価値の保護強化策等につい
て検討。家畜人工授精用精液・受精卵
の適正な流通の確保のための家畜改良
増殖法改正案と家畜遺伝資源の不正競
争への差止請求等のための家畜遺伝資
源不正競争防止法案を国会に提出

規格・認証の活用
 生産工程をチェックし改善する取組
であるGAP認証を農産物において取得
している経営体数は、2018年度末時点
で5,341経営体

 2021年に予定されるHACCP義務化
に向け、HACCPに沿った衛生管理の導
入のための手引書作成等を支援。また、
日本発の食品安全管理規格（JFS）の取
得は2019年度末時点で845事業所と増
加
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東京しゃも 

（東京都） 

佐用もち大豆 

（兵庫県） 

いぶりがっこ 

（秋田県） 

大栄西瓜 

（鳥取県） 

津南の雪下にん

じん 

（新潟県） 

     
善通寺産四角ス

イカ 

（香川県） 

比婆牛 

（広島県） 

豊島タチウオ 

（広島県） 

伊吹そば 

（滋賀県） 

今金男しゃく 

（北海道） 

     

東出雲のまる畑

ほし柿（島根

県） 

田浦銀太刀 

（熊本県） 

大野あさり 

（広島県） 

大鰐温泉もやし 

（青森県） 

三瓶そば 

（島根県） 

    

 

檜山海参 

（北海道） 

大竹いちじく 

（秋田県） 

八代特産晩白柚 

（熊本県） 

八代生姜 

（熊本県） 
 

 



３．世界の食料需給と食料安全保障の確立

世界の食料需給の動向
 世界の穀物生産量は単収の伸びによ
り増加すること等から2年連続で増加。
消費量は人口増、所得水準の向上等に
より増加

 世界人口は、2019年の77.1億人が
2050年には97.4億人になる見通し

 農産物の生産においては、気候変動
等の不安定要素が存在

第１章 食料の安定供給の確保

世界全体の穀物の生産量、消費量、期末在庫率

資料：米国農務省「PS＆D」、「World Agricultural Supply and 
Demand Estimates」を基に農林水産省作成

注：2020年3月時点

農産物の貿易交渉、国際関係の維持・強化

 2019年度末時点で18のEPA/FTAを発
効済・署名済。東アジア地域包括的経
済連携（RCEP）等は交渉継続中

 2019年５月の「G20新潟農業大臣会
合」等の機会を活用し、各国との二国
間会談等を実施。輸入規制の撤廃・緩
和等を要請

資料：農林水産省作成

我が国におけるEPA/FTA交渉の状況
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総合的な食料安全保障の確立
 国内の農業生産の増大を基本に、輸
入・備蓄を適切に組み合わせて食料の
安定的な供給を確保する必要

 農水産物の輸入金額は、近年の円安
を受けた輸入物価の上昇もあり増加傾
向。物価の変動を除けば長期的には減
少傾向。総人口ベースの総供給熱量が
減少していることが背景

 2019年はとうもろこしが前年比
3.2％増加の3,841億円、牛肉が0.1％
増加の3,851億円。一方、小麦は
11.3％減少の1,606億円、大豆は1.6％
減少の1,673億円

 海外からの輸入に依存している主要
農産物の安定供給を確保するため、輸
入相手国との良好な関係の維持・強化
や関連情報の収集等を実施

農水産物の実質輸入額
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資料：農林水産省作成
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５．食の安全と消費者の信頼確保

資料：農林水産省作成

肥料取締法の一部を改正する法律の概要

１．肥料の原料管理制度の導入

２．肥料の配合に関する規制の見直し

３．肥料の表示基準の整備

・肥料の原料として使えるものの規格を定め、利用
できる原料を明確化 等

・成分量等の表示に加え、肥料の効果に関する表示に
ついても基準を設定 等

法改正のポイント

・法律の題名を「肥料の品質の確保等に関する法
律」に改正

４．法律の題名の変更

・普通肥料と特殊肥料を配合した肥料などの生産を可
能とし、同時散布による省力化や土づくりに取り組み
やすい環境を整備 等

 科学的根拠に基づき、食品の生産か
ら消費に至るまでの必要な段階で有害
化学物質・微生物の汚染防止や低減を
図る措置を策定・普及

 2019年12月に公布された肥料取締
法の一部を改正する法律では、より安
心して肥料を利用できるようにする等
の観点から原料管理制度の導入等を措
置

 ゲノム編集技術を利用して得られた
農林水産物・食品等の取扱いが決定。
事業者等はその使用に先立ち関係省庁
へ届出を行い、関係省庁は内容を確認
した上でその情報を公表

４．食料消費の動向と食育の推進

 年齢別に見ると「健康志向」、「手作
り志向」、「国産志向」は年齢に従って
高い傾向。「簡便化志向」、「経済性志
向」、「美食志向」は年齢が低いほど高
い傾向

食料消費の動向 年齢別の消費者の食の志向（2020年１月）

資料：株式会社日本政策金融公庫「消費者動向等調査」
を基に農林水産省作成

食育の推進と和食文化の保護・継承
 健康的で栄養バランスに優れた「日
本型食生活」の実践に向けた調理講習
会や食育授業等の支援、我が国の食や
農林漁業に対する消費者の理解や関心
を高めるための農林漁業体験機会の提
供等の食育活動を推進

 和食文化を次世代に継承している割
合が国民の約半数となっている中、和
食文化の保護・継承を進めるため、各
地域の郷土料理の歴史・レシピ等を
データベース化し、情報発信する取組
を開始

 2017年に文化芸術基本法が改正され、
法律に「食文化」が明文化。2018年に
は「食文化」から30年ぶりに文化功労
者の顕彰を実施。文化庁において和食
文化の文化財としての価値を評価し、
見える化するための更なる検討が開始

各地域が選定した郷土料理

健康志向 経済性志向簡便化志向 手作り志向

%

「スマートミール」の基準
1 エネルギー量は，1食当たり450～650 kcal未満（通称「ちゃんと」）と，

650～850 kcal（通称 「しっかり」）の2段階とする。

2 料理の組み合わせの目安は，①「主食＋主菜＋副菜」パターン　②「主食
＋副食（主菜，副菜）」パターンの2パターンを基本とする。

3
PFCバランスが，食事摂取基準2015年版に示された，18歳以上のエネル
ギー産生栄養素バランス（PFC%E; たんぱく質13～20%E, 脂質20～
30%E, 炭水化物50～65%E）の範囲に入ることとする。

4 野菜等（野菜・きのこ・海藻・いも）の重量は、 140g以上とする。

5 食塩相当量は，「ちゃんと」3.0 g未満，「しっかり」3.5 g未満とする。

6 牛乳・乳製品，果物は，基準を設定しないが，適宜取り入れることが望ま
しい。

7 特定の保健の用途に資することを目的とした食品や素材を使用しないこと。

 「健康な食事・
食環境」認証制度
（通称：スマート
ミール）が創設。
2019年12月現在
で、304事業者、
16,000店舗以上
で提供

＜コラム＞健康的で栄養バランスに優れた食事
の認証制度

0
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20代3040

50

60
7070
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６．動植物の防疫

資料：農林水産省作成
注：1) 2020年３月末時点

2) 黄色は飼養豚又はイノシシでの発生県
斜線は野生イノシシ発生県

3) 数字は飼養豚での発生農場。カタカナは発生農場からの豚の移
動等から疑似患畜と判定し殺処分を行った農場等

CSFの発生場所 2018年９月に我が国において26年ぶ
りに発生したCSF（豚熱）の感染が拡大。
2020年３月末時点で８県の飼養農場で
58例の発生

 農場での飼養衛生管理基準の遵守を指
導するとともに、2019年10月には、飼
養豚への予防的ワクチン接種を可能とす
る新たな防疫指針を施行。感染経路の1
つとされる野生イノシシ対策として、捕
獲強化や経口ワクチンの散布による「ワ
クチンベルト」の構築等を実施

 2018年8月、中国でASF（アフリカ豚
熱）が発生し、アジア各国に拡散。ASF
は治療法や予防法がなく、まん延すると
畜産物の安定供給をおびやかす可能性が
あるため、水際でのウイルス侵入防止を
徹底。2020年２月に改正された家畜伝
染病予防法では、国内でのASF発生時に
予防的殺処分が可能に

 野生動物の感染に対する対策の強化、
農場における飼養衛生管理の徹底、畜産
物の輸出入検疫の強化等を図るため、家
畜伝染病予防法の一部を改正する法律案
を国会に提出し、2020年３月に成立

 植物病害虫の国内への侵入・まん延を
防止するため、輸入される植物の検疫、
侵入病害虫に対する緊急防除等を実施

ぶたねつ

20

ASFの発生状況
＝2005年以降OIE等に発生通報のあった国/地域

資料：農林水産省作成（2020年３月末時点）

７．食品産業の動向

 2018年の食品産業の国内生産額は、前年
から0.6兆円増加し、99.9兆円

 前年と比較すると、食品製造業は水産食
料品、そう菜等の工場出荷額、関連流通業
は卸売業のマージン額、外食産業は飲食店
の売上高等が増加

食品産業の国内生産額の推移

食品製造業

関連流通業

外食産業

資料：農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」

99.999.3兆円
前年との
比較

＋0.8%

＋0.5%

＋0.4%



８．生産・加工・流通過程を通じた新たな価値の創出

第１章 食料の安定供給の確保

 農業者による加工・直売等の取組であ
る農業生産関連事業の2018年度の年間総
販売額は２兆1,040億円で、前年度並

 六次産業化・地産地消法に基づく総合
化事業計画の認定を受けた事業者を対象
とした調査によると、８割近くの事業者
は売上高が増加しているものの、その半
数は経常利益が減少。事業の開始に伴う
人件費や減価償却費の増加、資材等の高
騰による経費の増加が主な要因

 経営改善に向けて、プランナーによる
サポート体制の構築等を推進

農業生産関連事業の年間総販売金額

認定事業者の売上高と経常利益

資料：農林水産省作成21

8,407 8,577 8,923 9,141 9,413 9,404

9,026 9,356 9,974 10,324 10,790 10,789

742 739 784 811 842 84818,175億円 18,672 19,680 20,275 21,044 21,040農産加工

2013年度 2018

農産物直売所その他

2014 2015 2016 2017
資料：農林水産省「６次産業化総合調査」

 食品製造業においては、労働力不足や人
材確保難。2019年７月に「食品製造業に
おける労働力不足克服ビジョン」を取りま
とめ

 我が国の食品ロスは年間612万ｔ。
2019年10月に食品ロスの削減の推進に関
する法律が施行され、国、地方公共団体、
事業者の責務、消費者の役割等が規定。ま
た、食品リサイクル法の基本方針において、
事業系食品ロスの半減目標を設定

 食品ロス削減に向けた消費者啓発ポス
ターの掲示や、食品小売業者による納品期
限の緩和、食品製造業者による賞味期限表
示の大括り化等商慣習の見直しを推進

 国は、2019年５月、海洋プラスチック
ごみ対策アクションプラン、プラスチック
資源循環戦略を策定。農林水産・食品産業
においては、容器包装の薄肉化・軽量化に
よる減容化、リサイクルしやすい素材・製
品の研究開発等を実施

食品製造業における労働力不足克服ビジョン

資料：農林水産省作成

食品ロスの発生量と発生場所（2017年度推計）

今後の施策の方向性（ポイント）
①従業員のやる気を育てる
②IT・機械設備の導入による生産性の向上
③多様な人材の活用

売上高の
増加
77％

売上高
の減少
23％

うち経常利益

増加
49％

減少
51％

食品ロス
612万t

一般家庭
284万t

（46.4％）食品製造業
121万t

（19.8％）

外食産業
127万t

（20.8％）

食品小売業
64万t

（10.5％）

食品卸売業
16万t

（2.6％）

資料：農林水産省作成



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%

28.1%

第２章 強い農業の創造

１．農業産出額と生産農業所得等の動向
農業総産出額
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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

23

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



第２章 強い農業の創造

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
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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

27

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
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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
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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



933億円

27,055

1,890 2,008
3,126

1,107

4,358

2,460

6,282

4,88323,841

1,772

1,145

2010年 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

～
東日本大震災

熊本地震

3,214

北海道胆振東部地震

平成30年度に多発した自然災害からの復旧・復興

１．令和元年度の災害からの復旧・復興

資料：農林水産省作成
注：2020年４月末時点

第４章 災害からの復旧・復興と防災・減災、国土強靱化等

主な支援内容

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

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、被
災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

対策パッケージの主なポイント

近年多発する自然災害と農林水産業への被害状況

令和元年度発生災害への対応
 迅速な被害の把握のため、被災地方公共団体等に
リエゾンを派遣。令和元年東日本台風等では延べ
871人日派遣

 被災地域の実情に応じて、食料、飲料のプッシュ
型支援を実施

 被災地方公共団体が復旧・復興に迅速に取り組め
るよう、８月から９月の前線に伴う大雨、令和元年
東日本台風等について早期かつ広い範囲で激甚災害
に指定

 政府全体では、11月に「被災者の生活と生業の再
建に向けた対策パッケージ」を取りまとめ

 農林水産省では、被害が甚大であった災害につい
て現場の要望等を踏まえ、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」を決定。早
期の営農再開に向け、査定前着工制度を活用すると
ともに、被災地方公共団体等へ国の技術系職員
（MAFF－SAT）を派遣し、被災地の早期復旧を人
的・技術的な面から支援

過去10年の農林水産関係被害額

資料：農林水産省作成
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 近年、自然災害による農林水産関係の被害額は増加傾向。2019年は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4,883億円の被害が発生
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災害への備え

 頻発化・激甚化する自然災害への対応として、「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、農業用ハウスの補強等を推進

 ため池については、新たな選定基準により2019年５月末に再選定された防災重点ため
池において、ハザードマップの作成、堤体の改修等を推進。また、７月に施行された農業
用ため池の管理及び保全に関する法律に基づき、農業用ため池の所有者等による届出の義
務付けや都道府県による特定農業用ため池の指定等を通じて、農業用ため池の適正な管理
と保全に必要な措置を実施
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2．防災・減災、国土強靱化と農業者等が行うべき備え

防災・減災、国土強靱化対策の推進

 農業者自身が災害等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
に取り組んでいく必要。農林水産省では、台風
や積雪による被害の防止に向けた技術指導、掛
金の割引パッケージを新たに導入した園芸施設
共済及び収入保険への加入を促進

令和元年度発生災害の復旧状況
 令和元年房総半島台風で被災した農業用ハウスの
復旧については、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、各地で事前着工を推進

 令和元年東日本台風等により、大量の土砂が流入
した水田約2,100haについては、災害査定を完了し、
順次復旧に着手。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。長野県や福島県等で発生した樹体被
害については、樹勢回復に向けた泥やごみの撤去、
剪定等の作業が完了

稲わらの除去の様子（令和元年東日本台風等）

被災したガラスハウス（令和元年房総半島台風）

農業者自身が行うべき災害への備えの例

資料：農林水産省作成

・ 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



３．東日本大震災からの復旧・復興

地震・津波による被害と復旧・復興

東電福島第一原発事故の影響と復旧・復興

 復旧対象農地1万9,760haの除塩や畦畔の修復等が進められ、2020年1月末時点で93％の
農地で営農再開が可能

 岩手県、宮城県、福島県の３県では、復旧に併せ、農地の大区画化に取組

 原子力被災12市町村では、避難指示解除の時期
によって営農再開率が二極化

 営農再開に向けて、関係機関が連携した営農再
開推進チームの編成、産地の将来像の策定等を推
進。2020年度から原子力被災12市町村へ職員を
派遣

 風評払拭のため、第三者認証GAPの取得促進、
流通実態の調査や販売促進等、生産から流通・販
売に至るまで総合的に支援

 放射性物質による輸入規制を実施している国・
地域に対し、科学的データ等の情報提供を行って
きた結果、54か国・地域のうち34で規制が撤廃

４．熊本地震からの復旧・復興

 2019年度末時点で、営農再開を目指すほぼ全ての農家が営農を再開

 創造的復興の取組として、農地の大区画化等を実施
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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（2019年度）

国・地域

撤
廃

コンゴ民主共和国（6月）、ブルネイ（10月）、
フィリピン（1月）

緩
和

米国（４月、９月、11月、１月）、フィリピン
（５月）、UAE（７月）、マカオ（10月）、EU、
EFTA加盟国（11月）、シンガポール（1月）、
インドネシア（1月、２月*）、

資料：農林水産省作成
注：＊2020年5月20日から
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ビクトリーブーケのイメージ

＜コラム＞ 被災地産の花でビクトリーブーケ
 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競
技大会では、メダリストへの副賞としてビクトリー
ブーケの授与が決定

 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。震災に際し
て世界から寄せられた支援への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ことを期
待 Photo by Tokyo 2020 / Shugo TAKEMI



 2019年12月に中国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

 感染拡大を踏まえた小中学校等の臨時休業、イベント等の自粛、インバウンドを含めた
外食・観光の需要の減少、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、牛乳等の給食向け注文の中止、花き、牛肉、果物等の販売の減少・価格の低迷、農泊
等のキャンセル、外国人技能実習生等の受入停滞、輸出の減少等、深刻な課題に直面

政府は、国内での感染拡大による影響を踏まえ、2020年2月に第１弾対策、3月に第２弾対策
を決定。農林水産業・食品産業分野では以下のような対応を実施

 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、貸付当初５年間実質無利子化等を措置

 雇用調整助成金による従業員への休業手当等の助成の措置を行い、各業界に周知を徹底

 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を実施

 全国の農泊地域に対して新型コロナウイルスに関する予防対策等の情報提供

影響を受ける産業等への緊急対応

国民への安定的な
食料供給に向けた取組
 食料の供給を継続的に行
うため、食料のサプライ
チェーン全般にわたる事業
継続ガイドラインを策定。
農業者、食品産業事業者等
に対し、本ガイドラインに
則した支援体制の構築等を
呼びかけ

農林水産業・食品産業への影響

５．新型コロナウイルスへの対応

第４章 災害からの復旧・復興と防災・減災、国土強靱化等

農業者向けの事業継続に関するガイドライン（PR版）

資料：農林水産省作成
注：1) 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
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緊急経済対策の決定
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 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、政府は
2020年4月に緊急経済対策を決定
生産基盤の維持・継続と需要の喚起のため、農林漁業者等の事業継続のための

資金繰り支援に加え、労働力確保や経営不安への対処、生産・供給体制を維持す
るための販売促進、官民一体型の需要喚起キャンペーン等の支援を盛り込み

 今後も、各地域での状況の推移を見つつ、機動的に対応

＜コラム＞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～

 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、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一年

 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

 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。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 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

第４章 災害からの復旧・復興と防災・減災、国土強靱化等

 国民への分かりやすい情報発信のた
め、農林水産省Webサイトに特設ペー
ジを開設するとともに、SNSや動画共
有サービス等を活用して、食料品の供
給状況等の情報を発信。地方農政局等
に相談窓口を設置

 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、過度な買いだめをしないよう呼
びかけ
食料の買占め、売惜しみの調査・監

視を実施

 国産農林水産物の消費拡大に向け、
「花いっぱいプロジェクト」、「国産
食材モリモリキャンペーン」を開始

「花いっぱいプロジェクト」の取組例

「国産食材モリモリキャンペーン」のロゴマーク



概説
• 施策の重点、財政措置、立法措置、税制上の措置、金融措置

Ⅰ 食料自給率・食料自給力の維持向上に向けた施策
• 食料自給率・食料自給力の維持向上に向けた取組
• 主要品目ごとの生産努力目標の実現に向けた施策

Ⅱ 食料の安定供給の確保に関する施策
• 新たな価値の創出による需要の開拓
• グローバルマーケットの戦略的な開拓
• 消費者と食・農とのつながりの深化
• 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
• 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
• 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

Ⅲ 農業の持続的な発展に関する施策
• 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
• 農業現場を支える多様な人材や主体の活躍
• 担い手等への農地集積・集約化と農地の確保
• 農業経営の安定化に向けた取組の推進
• 農業の成長産業化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備
• 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
• 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
• 気候変動への対応等環境政策の推進

Ⅳ 農村の振興に関する施策
• 地域資源を活用した所得と雇用機会の確保
• 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
• 農村を支える新たな動きや活力の創出
• 上記３項目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

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
• 東日本大震災からの復旧・復興
• 大規模自然災害への備え
• 大規模自然災害からの復旧

Ⅵ 団体に関する施策

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

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

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

令和２年度 食料・農業・農村施策
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 本資料と⾷料・農業・農村⽩書の本体は、農林⽔産省の
ホームページでもご覧いただけます。

http://www.maff.go.jp/j/wpaper/index.html

 ⾷料・農業・農村⽩書に対する皆様からのご質問や
ご意⾒をお待ちしています。

〒100-8950 東京都千代⽥区霞が関1-2-1

農林⽔産省 ⼤⾂官房 広報評価課 情報分析室 年次報告班

TEL︓03-3501-3883 FAX︓03-6744-1526

農林水産省 白書 検索
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