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食料・農業・農村
の動向

第1部





 

はは  じじ  めめ  にに  
 
 
「⾷料・農業・農村の動向」(以下「本報告書」という。)は、⾷料・農業・農村基本法

に基づき、⾷料、農業及び農村の動向に関する報告を、毎年、国会に提出しているもので
す。 

 
新型コロナウイルス感染症は、令和 2(2020)年に世界的な⼤流⾏に発展し、我が国の経

済・社会に⼤きな影響を及ぼしています。このため、本報告書では、特集において、「新型
コロナウイルス感染症による影響と対応」と題し、新型コロナウイルス感染症の拡⼤によ
る⾷料消費⾯や農業⽣産・販売⾯での影響と新たな動き、地⽅への関⼼や働き⽅、交流に
関する新たな動き等について記述しています。 

 
また、冒頭のトピックスでは、令和 2(2020)年度における特徴的な動きとして、「農林⽔

産物・⾷品の輸出の新たな戦略」「みどりの⾷料システム戦略〜⾷料・農林⽔産業の⽣産⼒
向上と持続性の両⽴をイノベーションで実現〜」「令和元(2019)年度スマート農業実証プ
ロジェクト」「農業・⾷関連産業でのデジタル変⾰の推進」「⿃インフルエンザ、豚

ぶた
熱
ねつ

への
対応」「植物新品種の海外流出対策」「フードテックの現状」の 7 つのテーマを取り上げて
います。 

 
トピックス、特集に続いては、⾷料、農業及び農村の動向に関し、⾷料⾃給率の動向や

⾷育の推進、⾷品の安全確保等を内容とする「⾷料の安定供給の確保」、担い⼿の育成・確
保や主要な農畜産物の⽣産動向等を内容とする「農業の持続的な発展」、⽥園回帰の動向や
中⼭間地域等の特性を活かした農業経営の推進等を内容とする「農村の振興」の 3 つの章
⽴てを⾏い、記述しています。また、これらに続けて、「災害からの復旧・復興や防災・減
災、国⼟強 靱

きょうじん
化等」の章を設け、東⽇本⼤震災や⼤規模⾃然災害からの復旧・復興、令

和 2(2020)年度に発⽣した災害の状況と対応等について記述しています。 
 
本報告書の記述分野は多岐にわたりますが、統計データの分析や解説だけでなく、全国

各地で展開されている取組事例等を可能な限り紹介し、写真も交えてわかりやすい内容と
することを⽬指しました。 

 
本報告書を通じて、我が国の⾷料・農業・農村に対する国⺠の関⼼と理解が⼀層深まる

ことを期待します。 
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トトピピッッククスス 11  農農林林⽔⽔産産物物・・⾷⾷品品のの輸輸出出のの新新たたなな戦戦略略  
 
政府の輸出額⽬標である令和 7(2025)年に 2 兆円、令和 12(2030)年までに 5 兆円を達成

するため、令和２(2020)年 12 ⽉に農林⽔産業・地域の活⼒創造本部において、「農林⽔産
物・⾷品の輸出拡⼤実⾏戦略」を決定し、海外市場で求められる量・価格・品質・規格の
産品を継続的に⽣産・販売するマーケットインの体制を整備することとしました。以下で
は、輸出戦略で⽰された３つの基本的な考え⽅と具体的な施策について紹介します。 

 
((第第 11 のの戦戦略略：：⽇⽇本本のの強強みみをを最最⼤⼤限限にに活活かかすす品品⽬⽬別別のの具具体体的的⽬⽬標標をを設設定定))  

農林⽔産物・⾷品の輸出が多い先進国では、その国が強みを持つ品⽬を輸出向けに専⾨
的・継続的に⽣産・輸出する体制を整備しています。⼀⽅、⽇本の輸出品⽬は多岐にわた
り、それぞれの輸出額は⼩さくなっています。これは、これまでの⽇本の農林⽔産物・⾷
品の輸出が「国内市場向け産品の余剰品を輸出する」事業にとどまり、マーケットインに
よる輸出の体制が整備されていないためです。今後の輸出拡⼤に当たっては、海外で評価
される⽇本の強みがある品⽬を中⼼に輸出を加速させる必要があります。 

そのため、海外で評価される⽇本の強みがあり、輸出拡⼤余地の⼤きい 27 品⽬を重点
品⽬に選定しました(図図表表トトピピ 11--11)。これらの品⽬について、主として輸出向けの⽣産を
⾏う輸出産地をリスト化し、1,227 産地1を掲載しています。 

 
また、重点品⽬ごとに、海外の市場動向や輸出環境等を踏まえ、輸出拡⼤を重点的に⽬

指すターゲット国・地域を特定し、ターゲット国・地域ごとの輸出⽬標を設定しました(図図
表表トトピピ 11--22)。さらに、官⺠⼀体となった海外での販売⼒の強化のため、重点品⽬ごとに品
⽬団体⼜は⽣産・流通・輸出事業者等が連携したコンソーシアムを組織化することとして
います。品⽬団体等が主体となって、輸出先の情報収集、販売戦略づくり等に取り組むこ
ととしています。 

 
1 令和3(2021)年4 ⽉1 ⽇時点 

図表トピ 1-1 輸出重点品⽬ 

資料：農林⽔産省作成 

輸出重点品⽬ 海外で評価される⽇本の強み

⽜⾁ 和⽜として世界中で認められ、⼈気が⾼く、引き続
き輸出の伸びに期待。

豚⾁、鶏⾁
とんかつ、焼き⿃など⽇本の⾷⽂化とあわせて海外
の⽇本ファンにアピールすることで、今後の輸出の
伸びに期待。

鶏卵 半熟たまごが浸透し、⽣⾷できる卵としての品質が
評価され、更なる輸出の伸びに期待。

⽜乳・乳製品 ⾹港や台湾で品質が⾼評価。アジアを中⼼に輸出の
可能性。

果樹(りんご、ぶどう、
もも、かんきつ)、野
菜(いちご)

⽢くて美味しく、⾒た⽬も良い⽇本の果実は海外で
も⼈気。

野菜(かんしょ等) ※ 焼き芋がアジアで⼤⼈気。輸出が急増。

切り花 外国にはない品種に強み。輸出の伸び率が⾼い。

茶 健康志向の⾼まりと⽇本⽂化の浸透とともに欧⽶を
中⼼にせん茶、抹茶が普及。

コメ･パックご飯･⽶
粉及び⽶粉製品

冷めても美味しい等の⽇本産⽶は寿司やおにぎり等
に向き、⽇本⾷の普及とともに拡⼤が可能。

製材 スギやヒノキは、⽇本式⽊造建築だけでなく⾹りの
癒しの効果も⼈気で、今後の輸出の伸びに期待。

合板 合板の加⼯・利⽤技術は、⽇本の得意分野。⽇本式
⽊造建築とともに、今後の輸出の伸びに期待。

輸出重点品⽬ 海外で評価される⽇本の強み

ぶり 脂がのっている⽇本独⾃の⿂種。近年、⽶国等への輸出額が増
加。

たい 縁起のよい⾚⾊は中華圏でも好まれる。活⿂輸出の増加に期待。

ホタテ⾙ ⾼品質な⽇本産ホタテ⾙は世界で⾼く評価。⽔産物では輸出額
ナンバーワン。

真珠 真珠養殖は⽇本発祥。⽇本の⽣産・加⼯技術が国際的に⾼評価。

清涼飲料⽔ 緑茶飲料など⽇本の味が⼈気となり、伸び率が⾼い。

菓⼦ ⽇本独⾃の発展を遂げ、他国にはない独創性。バラエティ豊か
な商品とコンテンツの普及とともに海外で⼈気。

ソース混合調
味料 カレールウなど⽇本⾷の普及とともに⽇本を代表する味に成⻑。

味噌・醤油 ⽇本が誇る発酵⾷品。和⾷⽂化の浸透とともに欧⽶・アジア地
域で⼈気も上昇。

清酒(⽇本酒) 「ＳＡＫＥ」は⽇本⾷のみならず各国の料理に合う⾷中酒等と
して世界中で認知が拡⼤中。

ウイスキー ⽇本産品の品質が世界中でブランドとして定着。

本格焼酎・泡
盛

原料の特徴を残すユニークな蒸留酒としての評価があり、今後
の輸出拡⼤に期待。

※その他の野菜（たまねぎ等）についても、⽔⽥等を活⽤して輸出産地の形成
に積極的に取り組む。

農林水産物・食品の輸出の新たな戦略
トピックス

1

4

トピックス 1 農林水産物・食品の輸出の新たな戦略



 

 

 
((第第 22 のの戦戦略略：：ママーーケケッットトイインンのの発発想想でで輸輸出出ににチチャャレレンンジジすするる農農林林⽔⽔産産事事業業者者をを後後押押しし))  

輸出のマーケットインへの転換のためには、リスクを取って輸出向け産品の⽣産・輸出
にチャレンジする事業者が不可⽋です。そのため、海外の規制やニーズに対応した輸出に
取り組む事業者や産地に対し、重点的な⽀援・環境整備を⾏うことが重要です。 

これまでの⽀援に加え、輸出に取り組む事業者への資⾦の供給を後押しするため、「農業
法⼈に対する投資の円滑化に関する特別措置法の⼀部を改正する法律案」を国会に提出し
ました。また、専⾨的・継続的に、輸出向けの⽣産を⾏う輸出産地をリスト化し、輸出産
地の形成に必要な施設整備等を重点的に⽀援することとしました。さらに、⼤ロットで⾼
品質、効率的な輸出を後押しするため、港湾や空港の具体的な利活⽤の⽅策、輸出のため
の集荷等の拠点となる物流施設の整備・活⽤、海外におけるコールドチェーンの拠点整備・
確保の⽅策等について検討することとしています。 

 
((第第 33 のの戦戦略略：：省省庁庁のの垣垣根根をを越越ええ政政府府⼀⼀体体ととししててのの輸輸出出のの障障害害をを克克服服))  

輸出加速を⽀える政府⼀体としての体制の整備の⼀つとして、輸出先国・地域の規制緩
和・撤廃に向け、農林⽔産物・⾷品輸出本部の下、政府⼀体となって協議することとして
います。また、輸出先国・地域の規制やニーズに対応するため、HACCP1対応施設等の整
備といった加⼯⾷品等への⽀援も重要で、適合施設の認定を迅速に⾏うこととしています。
そして、⽣産・加⼯・販売等の関連事業の海外展開が我が国のノウハウ等の流出につなが
らないよう、我が国の農林⽔産業・⾷品産業の利益となる海外展開の推進⽅策について検
討するほか、海外での品種登録や改正種苗法(トピックス 6 参照)に基づく輸出先国・地域
の指定等を⾏う品種数等の数値⽬標を設定することとしています。 

さらに、上記の戦略を実⾏するため、農林⽔産省に「輸出・国際局」(仮称)の設置を予
定しており、今後、同局を中⼼として、輸出関連施策を政府⼀体となって実施します。 

→第 1 章第 4 節を参照 
 

1 ⽤語の解説3(2)を参照 

図表トピ 1-2 品⽬別輸出⽬標の例 

資料：農林⽔産省作成 

○○輸輸出出産産地地 ５産地
• 漁場の大規模化、沖合養殖の推進、生け簀の整備により増産
• 育種や低魚粉飼料の開発により生産コストを低減

○○販販路路開開拓拓
• 水産物・水産加工品輸出拡大協議会と有限責任事業組合日本ブリ類養殖イニ

シアティブとが共同でプロモーション等を行うことを検討

牛肉

コメ・コメ加工品

果樹（りんご）

ぶり

【【目目標標額額】】
297億円(2019年) →→ 11,,660000億億円円((22002255年年))

国国・・地地域域名名 22001199年年 22002255年年 ニニーーズズ・・規規制制対対応応へへのの課課題題・・方方策策

香港 51億円 330億円 消費者向けﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの強化。ｽﾗｲｽ肉、
加工品等の新たな品目の輸出促進。台湾 37億円 239億円

米国 31億円 185億円 認知度向上のためのﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ。様々な
部位も含めた輸出促進。EU 21億円 104億円

○○国国・・地地域域別別輸輸出出額額目目標標ととニニーーズズ対対応応へへのの課課題題・・方方策策

○○輸輸出出産産地地 15産地
• 生産から輸出まで一貫して輸出に取り組むコンソーシアムを産地で構築
• 食肉処理施設等による輸出先国が要求する条件への対応
• 繁殖雌牛の増頭奨励金交付、牛舎等の施設整備等による生産基盤の強化

○○販販路路開開拓拓
• コンソーシアムによる産地と一体となった商談
• オールジャパンでの和牛の認知度向上に向け、日本畜産物輸出促進協議会

やJFOODOによるプロモーションを実施

【【目目標標額額】】
145億円(2019年) →→ 117777億億円円((22002255年年))

国国・・地地域域名名 22001199年年 22002255年年 ニニーーズズ・・規規制制対対応応へへのの課課題題・・方方策策

台湾 99億円 120億円 大玉で赤色の贈答用に加え、値頃感のあ
る中小玉果の生産・供給体制を強化

香港 37億円 45億円 香港で好まれる黄色品種の生産・供給体
制を強化

タイ 4.5億円 5.5億円 富裕層のほか、買い求めやすい価格帯の
生産・供給体制を強化

○○国国・・地地域域別別輸輸出出額額目目標標ととニニーーズズ対対応応へへのの課課題題・・方方策策

○○輸輸出出産産地地 ７産地
• 既存園地の活用や水田への新植、省力樹形の導入等による生産力の強化
• 産地と輸出事業者等が連携したコンソーシアムの形成

○○販販路路開開拓拓
• 日本青果物輸出促進協議会の機能強化に向けた検討
• 輸送実証、プロモーション活動などを支援

【【目目標標額額】】
52億円(2019年) →→ 112255億億円円((22002255年年))

国国・・地地域域名名 22001199年年 22002255年年 ニニーーズズ・・規規制制対対応応へへのの課課題題・・方方策策

香港 15億円 36億円 中食・外食を中心にした需要開拓

米国 7億円 30億円 外食、EC等の需要開拓。
パックご飯・米粉の更なる市場開拓。

中国 4億円 19億円 EC、贈答用需要の開拓。指定精米工場
等の活用・追加。

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 8億円 16億円 中食・外食を中心にした需要開拓

○○国国・・地地域域別別輸輸出出額額目目標標ととニニーーズズ対対応応へへのの課課題題・・方方策策

○○輸輸出出産産地地 30～40産地
• 千トン超の輸出用米の生産に取り組む産地を育成
• 大ロットで輸出用米を生産・供給
• 生産・流通コスト低減、輸出用米の生産拡大を推進

○○販販路路開開拓拓
• 一般社団法人全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会による新興市場での

プロモーション等を実施

【【目目標標額額】】
229億円(2019年) →→ 554422億億円円((22002255年年))

国国・・地地域域名名 22001199年年 22002255年年 ニニーーズズ・・規規制制対対応応へへのの課課題題・・方方策策

米国 159億円 320億円
小売店の調達基準を満たす生産の拡大
と安定供給。現地の食嗜好に合わせた商
品を開発・製造。

中国 13億円 60億円 活魚の需要があるアジア向けに、活魚運
搬船を活用した物流・商流を構築香港 11億円 40億円

○○国国・・地地域域別別輸輸出出額額目目標標ととニニーーズズ対対応応へへのの課課題題・・方方策策
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トトピピッッククスス 22  みみどどりりのの⾷⾷料料シシスステテムム戦戦略略  〜〜⾷⾷料料・・農農林林⽔⽔産産業業のの
⽣⽣産産⼒⼒向向上上とと持持続続性性のの両両⽴⽴ををイイノノベベーーシショョンンでで実実現現〜〜  

 
⾷料・農林⽔産業は、⾃然災害や気候変動に伴う影響、⽣産者の減少等による⽣産基盤

の 脆 弱
ぜいじゃく

化や農⼭漁村の地域コミュニティの衰退等の課題に直⾯しています。また、
SDGs(持続可能な開発⽬標)1への対応や令和 32(2050)年までのカーボンニュートラルの
実現に向けて、⾷料・農林⽔産業の分野においても貢献が求められています。 

諸外国では、持続的な⽣産・消費が活発化するとともに ESG 投資2が拡⼤しています。
中でも、EU は令和 2(2020)年 5 ⽉に環境や健康に関する「Farm to Fork 戦略」3を発表し、
これを国際ルールに反映させようとする動きが⾒られます。このような中、同年 10 ⽉か
ら、我が国の⾷料・農林⽔産業の⽣産⼒向上と持続性の両⽴をイノベーションで実現させ
るための「みどりの⾷料システム戦略」の検討を開始し、令和３(2021)年３⽉に中間取り
まとめを公表しました。以下では、中間取りまとめで⽰された戦略の基本的な考え⽅を紹
介します。 

 
((策策定定にに当当たたっっててのの考考ええ⽅⽅))  

戦略においては、⾰新的な技術・⽣産体系を順次開発し、社会実装することにより、令
和 32(2050)年までに農林⽔産業の CO2 ゼロエミッション化の実現を図ることとしていま
す(図図表表トトピピ 22--11)。また、同年までに化学農薬や化学肥料の使⽤量の低減、有機農業の取
組⾯積の拡⼤、⾷品製造業の労働⽣産性の向上、持続可能性に配慮した輸⼊原材料調達の
実現等を⽬指すこととしています。 

実現に向けては、⾷料システムを構成する農林漁業者・⾷品企業・消費者の⾏動変容が
必要不可⽋です。そのため、⾷料システムが抱える課題に対する関係者の理解の促進を図
るとともに、意欲的な取組を後押しする必要があります。さらに、令和 3(2021)年 9 ⽉に
開催予定の国連⾷料システムサミット等において、この戦略をアジアモンスーン地域の持
続的な⾷料システムのモデルとして我が国から発信することとしています。 

 
 

1 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 
2 従来の財務情報だけでなく、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)要素も考慮した投資のこと 
3 第2 章第9 節を参照 

図表トピ 2-1 みどりの⾷料システム戦略中間取りまとめ 

資料：農林⽔産省作成 

みどりの食料システム戦略
～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～

トピックス
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みどりの食料システム戦略　～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～トピックス�2



 

 

((資資材材・・エエネネルルギギーー調調達達ににおおけけるる脱脱輸輸⼊⼊・・脱脱炭炭素素化化・・環環境境負負荷荷軽軽減減のの推推進進))  
新型コロナウイルス感染症の影響により、複数の穀物の輸出国等において輸出規制が⾏

われるなど、サプライチェーンの混乱が発⽣しました。我が国では、⾷料⽣産を⽀える肥
料等の資材原料やエネルギーの調達を輸⼊に依存していることから、資材原料やエネルギ
ーを国内で調達する割合を増やすことが重要です。 
 このため、営農型太陽光発電等による地産地消1型エネルギーマネジメントシステムの構
築といった持続可能な資材やエネルギーの調達等を推進していくこととしています。 

 
((イイノノベベーーシショョンン等等にによよるる持持続続的的⽣⽣産産体体制制のの構構築築))  
 我が国の農業⽣産の担い⼿は年々⾼齢化、減少していることから、労働⼒不⾜等の⽣産
基盤の脆弱化が深刻な課題となっています。そのため、スマート農林⽔産業や農業機械の
電化等を通じて、⾼い労働⽣産性と持続性を両⽴する⽣産体系への転換を推進することと
しています。 

 
((ムムリリ・・ムムダダののなないい持持続続可可能能なな加加⼯⼯・・流流通通シシスステテムムのの確確⽴⽴))  

加⼯・流通段階では、データ・AI2の活⽤による流通の合理化や、⾷品製造・加⼯、⼩売、
外⾷の労働⽣産性の向上等が課題となっています。電⼦タグを活⽤した商品・物流データ
の連携や需給予測システムの構築、ロボットを活⽤した加⼯・調理の⾃動化・⾮接触化に
より、流通・加⼯の効率化とともに、⾷品ロスの削減を⽬指すこととしています。 

 
((環環境境ににややささししいい持持続続可可能能なな消消費費のの拡拡⼤⼤やや⾷⾷育育のの推推進進))  
 環境にやさしい消費の実現に関しては、外⾒ではなく、持続性を重視した消費の拡⼤、
消費者と⽣産者の交流を通じた相互理解の促進等に取り組んでいくこととしています。 
 

→第 2 章第 9 節を参照 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 ⽤語の解説3(2)を参照 

ススママーートト技技術術にによよるるピピンンポポイインントト農農薬薬散散布布  ⼩⼩型型除除草草ロロボボッットト  

養養殖殖飼飼料料ととししててのの⽔⽔素素細細菌菌のの利利⽤⽤技技術術のの開開発発  農農業業⽔⽔利利シシスステテムムででのの⼩⼩⽔⽔⼒⼒発発電電  
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トトピピッッククスス 33  令令和和元元((22001199))年年度度ススママーートト農農業業実実証証ププロロジジェェククトト  
 
労働⼒不⾜等に直⾯している我が国の農業⽣産の現場では、ロボット、AI1、IoT2等の先

端技術を活⽤した「スマート農業」の社会実装の加速化がますます重要になっています。 
このため、農林⽔産省では、令和元(2019)年度から「スマート農業実証プロジェクト」

を、初年度は 69 地区において各地区２年間の事業期間で実施し、農作業の⾃動化、情報
共有の簡易化、データの活⽤等を実際に⾏い、導⼊コストと経営改善効果の分析や成果の
情報発信をすることとしています。以下では、スマート農業実証プロジェクトの初年度の
成果(中間報告)と、これを踏まえた今後の対応⽅針について紹介します。 

 
((⽔⽔⽥⽥作作でではは労労働働時時間間のの削削減減効効果果をを確確認認))  

⽔⽥作では、(1)⼤規模⽔⽥作、(2)中⼭間⽔⽥作、(3)輸出⽔⽥作の 3 事例について、慣
⾏農法と⽐較した労働時間の削減効果等を検証しています(図図表表トトピピ 33--11)。 

労働時間については、無⼈で作業ができるロボットトラクタ、⽔管理を遠隔・⾃動制御
できる⽔管理システム、ドローンによる農薬散布等、多くの技術で削減効果が確認され、
いずれの事例でも全体の労働時間が減少しました。また、収量についても、いずれの事例
でも増加しました。⼀⽅、経営収⽀については、⾼額なスマート農業機械を限られた⾯積
で実証し、機械費が⼤きく増加したこと等により、いずれの事例でも利益が減少しました。 

 

 

 
((畑畑作作等等でではは品品⽬⽬にによよりり効効果果にに差差異異))  

畑作(⼩⻨、⼤⻨）、露地野菜(キャベツ、ほうれんそう、さといも、すいか）、施設園芸(ピ
 

1 ⽤語の解説3(2)を参照 
2 ⽤語の解説3(2)を参照 

無無⼈⼈ののロロボボッットトトトララククタタとと        ⽔⽔⽥⽥のの⽔⽔管管理理をを遠遠隔隔・・⾃⾃動動制制御御        ドドロローーンンにによよるる農農薬薬散散布布  
有有⼈⼈ののトトララククタターーのの協協調調作作業業          ででききるる⽔⽔管管理理シシスステテムム  

資料：農林⽔産省 

図表トピ 3-１ ⽔⽥作の実証成果事例(10a 当たり労働時間の慣⾏農法との⽐較) 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 令和元(2019)年度に採択された実証事例 

2) 四捨五⼊による端数処理の関係で、減少した労働時間数と減少率が合わない場合がある。 

14.4 14.7 

6.1 

12.5 13.0 

5.9 

⼤規模⽔⽥作 中⼭間⽔⽥作 輸出⽔⽥作

慣⾏区 導⼊区
時間/10a 1133%%減減 1122%%減減

44%%減減

令和元（2019）年度スマート農業実証プロジェクト
トピックス
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ーマン）、果樹(温州みかん）、地域作物(茶)についても、⽔⽥作と同様に営農⾯のデータを
収集し、検証しています(図図表表トトピピ 33--22)。 

労働時間については、新しい省⼒栽培技術と組み合わせたトラクターの⾃動操舵システ
ムやロボットハンドによる腐敗果の⾃動選別技術等のスマート農業技術の導⼊により、ほ
ぼ全ての事例で、削減効果が確認できました。⼀⽅、増収に伴い収穫時間が増加した施設
園芸等、労働時間が増加した事例もありました。 

経営収⽀については、施設園芸では、環境制御装置等の導⼊による収量の増加により、
利益が増加しましたが、その他の事例では、実証規模が限られていた中で、スマート農業
機械の導⼊によって機械費が⼤きく増加したこと等により、利益が減少しました。 

 

 
((今今後後のの対対応応⽅⽅針針))  

令和元(2019)年度の実証プロジェクトの成果により、スマート農業による労働時間の削
減効果等のメリットや、スマート農業機械の初期投資の負担等の課題が明らかになりまし
た。 

農林⽔産省では、これらの課題に対して、令和 2(2020)年 10 ⽉に策定した「スマート農
業推進総合パッケージ」(令和 3(2021)年 2 ⽉改訂)を踏まえた取組を推進しています。今
後は、適正な最⼤稼働⾯積を⾒極め、スマート農業機械導⼊後の機械費等の削減⽅策の検
討や、シェアリング等の農業⽀援サービスによる初期投資の軽減⽅策の検証、地域の実情
に応じたスマート農業技術の導⼊効果の情報提供の充実等を実施していきます。 

 
→第２章第８節を参照 

腐腐敗敗果果をを排排除除すするるロロボボッットトハハンンドド            ハハウウスス内内のの環環境境をを  
最最適適化化すするる制制御御盤盤  

資料：農林⽔産省 

図表トピ 3-2 畑作等の実証成果事例(10a 当たり労働時間の慣⾏農法との⽐較) 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 令和元(2019)年度に採択された実証事例 

2) 四捨五⼊による端数処理の関係で、増加・減少した労働時間数と増加・減少率が合わない場合がある。 

収量増により
労働時間は増加

2.6 2.5 

畑作(⼩⻨)

45.5 
36.5 

露地野菜(キャベツ)

131 .0

77.3 

露地野菜(すいか)

1,094.9
1,172.4

施設園芸(ピーマン)

209.4 
168.2 

果樹(温州みかん)

36.2 
30.4 

地域作物(茶)

慣⾏区 導⼊区

可変施肥により
肥料費が60%削減

三番茶の摘採
では34%減

収量当たりの労働
時間では12%減

選果に係る労働
時間では96%減

時間/10a
11%%減減

2200%%減減
4411%%減減

77%%増増
2200%%減減 1166%%減減
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トトピピッッククスス 44    農農業業・・⾷⾷関関連連産産業業ででののデデジジタタルル変変⾰⾰のの推推進進  
 
社会全体でデジタル化の実現に向けた取組が加速する中、農業や⾷関連産業分野でも、

デジタル技術の活⽤による変⾰、デジタルトランスフォーメーション(DX)に向けた取組が
進みつつあります。以下では、農業・⾷関連産業でのデジタル技術活⽤の現状やデジタル
変⾰の推進状況について紹介します。 

 
((⽣⽣産産現現場場ででののデデジジタタルル変変⾰⾰))  

スマート農業技術の⽣産現場での実証プロジェクトを全
国 148 地区で進めている中、その横展開や通信インフラの整
備等の本格的な社会実装を加速化していく段階にあります。 

また、データを活⽤した農業を⾏っている農業経営体は現
段階では全体の２割に満たないほか、農地情報が個別に管理
され、農業者や関係職員に負担が⽣じているなど、データ活
⽤による経営改善の取組促進や負担の軽減等が必要な状況に
あります。 

 
((農農村村地地域域ででののデデジジタタルル変変⾰⾰))  

デジタル技術を活⽤して都市と地⽅の住⺠や
地域内の異業種⼈材をつなぐプラットフォーム
が⽣まれつつあり、農村地域の課題解決や地域
資源への活⽤が期待されますが、現時点では限
定的です。 

また、⿃獣被害対策、農業基盤整備等にデジ
タル技術を活⽤し、対策の効率化やスマート農
業の実装に向けた取組が進みつつありますが、
本格的な実装はこれから進めていく段階です。 
 
((流流通通・・消消費費ににおおけけるるデデジジタタルル変変⾰⾰))  

物流の効率化・⾃動化に向けて、他産業では、共同輸送、混載や、最適な輸送経路の選
択等にデジタル技術を活⽤する取組も進みつつありますが、農業分野では限定的です。 

また、ネット通販では、消費者と農業者を直接つなぎ、消費者ニーズに基づく⽣産・販
売を展開しているケースも⾒られますが、農業者や流通・⼩売業者との接点は限られてい
るのが⼀般的であり、デジタル技術を活⽤して、川上から川下までデータでつなぎ、情報
の共有を可能とすることが求められています。 

 
 

都都市市とと地地⽅⽅のの⼈⼈材材ををつつななぐぐププララッットトフフォォーームム  
資料：株式会社おてつたび 

ドドロローーンンにによよるるセセンンシシンンググ 

農業・食関連産業でのデジタル変革の推進
トピックス
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((⾷⾷品品製製造造業業、、外外⾷⾷・・中中⾷⾷産産業業ににおおけけるるデデジジタタルル変変⾰⾰))  
⾷品製造や外⾷産業等の労働⼒不⾜に対応するため、進展する AI1やロボット技術によ

る⾷材の加⼯や⽫洗いの⾃動化等、様々な場⾯での先端技術の活⽤が期待されています。 
また、資源循環型の⾷料供給の必要性が⾼まる中で、代替タンパク、機能性⾷品等を利

⽤したフードテックに取り組む事業者が登場し始めており、技術開発と併せて、その価値
を科学的に評価し得る技術・仕組みの構築も求められています。 

 
((「「農農業業 DDXX 構構想想」」をを策策定定))  

以上のように、農業や⾷関連産業分野でのデジタル変⾰は、これから進めなければなら
ない段階にあります。このため、令和 3(2021)年 1 ⽉から「農業 DX 構想検討会」におい
て、農業・⾷関連産業分野の DX の⽅向性や取組課題の議論が⾏われ、「農業 DX 構想」
が同年 3 ⽉に公表されました。これらの分野における DX の実現に向け、多種多様なプロ
ジェクトが実施される予定です。 

 
→第１章第３節、第 2 章第 8 節を参照 

 

 
1 ⽤語の解説3(2)を参照 

SSNNSS ををベベーーススととししたたアアププリリでで産産地地情情報報・・販販売売情情報報をを農農業業者者とと流流通通業業者者ででややりりととりりすするる取取組組  
資料：株式会社 kikitori 
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トトピピッッククスス５５  ⿃⿃イインンフフルルエエンンザザ、、豚豚熱熱へへのの対対応応  
 
⿃インフルエンザや豚熱

ぶたねつ
1を始めとする家畜伝染病については、家畜伝染病予防法に基づ

き、発⽣予防措置及びまん延防⽌措置を講じています。以下では、⿃インフルエンザや豚
熱の防疫措置の強化等に関わる様々な取組を紹介します。 

 
((⿃⿃イインンフフルルエエンンザザのの感感染染拡拡⼤⼤防防⽌⽌対対策策のの強強化化))  

令和 2(2020)年 11 ⽉、⾹川県で約 3 年ぶりとなる
⾼病原性⿃インフルエンザ2が発⽣し、令和 3(2021)
年 3 ⽉末時点で、18 県の農場において 52 例の発⽣
が確認されており、これまでにおよそ 987 万⽻が殺
処分の対象となっています。 

農林⽔産省から全国の都道府県に対して、発⽣状
況等に応じて、飼養衛⽣管理基準の遵守指導の徹底
等を通知するとともに、各都道府県を通じて、飼養
衛⽣管理の全国⼀⻫点検、全国⼀⻫の緊急消毒、緊
急的な防疫演習等の取組を実施しました。 

なお、我が国の現状において、家きんの⾁や卵を
⾷べることにより、ヒトが⿃インフルエンザウイル
スに感染する可能性はないと考えています。 

 
((豚豚熱熱のの感感染染拡拡⼤⼤防防⽌⽌対対策策のの強強化化))  

平成 30(2018)年９⽉、岐⾩県で我が国において 26 年ぶりとなる豚熱が発⽣し、令和
3(2021)年 3 ⽉末時点で、12 県の豚⼜はイノシシの飼養農場において 63 例の発⽣が確認
されています。 

令和 2(2020)年度は、5 県の飼養農場で、5 例が発⽣しています。 
このため、農林⽔産省は豚熱対策として、農場防護柵の設置やエコフィード3の加熱基準

の引上げ等の飼養衛⽣管理の徹底、捕獲強化や経⼝ワクチン散布等の野⽣イノシシ対策に
加え、令和元(2019)年 10 ⽉から飼養豚への予防的ワクチンの接種を実施してきていると
ころです。 

また、確実かつ継続的なワクチン接種体制を構築するために、豚熱に関する特定家畜伝
染病防疫指針を改正し、都道府県職員である家畜防疫員に加え、⼀定の要件を満たす獣医
師による豚熱ワクチンの接種を可能としました。 

 
→第 1 章第 8 節を参照 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 ⽤語の解説3(1)を参照 
3 ⽤語の解説3(1)を参照 

農農場場にに⼊⼊るる⾞⾞両両のの徹徹底底ししたた消消毒毒  
 

鳥インフルエンザ、豚熱への対応
トピックス
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トトピピッッククスス 66  植植物物新新品品種種のの海海外外流流出出対対策策  
 
植物の新品種は、我が国農業の今後の発展を⽀える重要な要素となっています。これま

でも、環境や消費者の嗜好
し こ う

に合った新品種の開発は、農産物の⽣産性の向上や付加価値の
増加をもたらし、農業者、消費者ともにその利益を享受してきました。 

また、このような植物の新品種に係る知的財産の重要性に鑑み、近年、我が国の登録品
種が海外に流出する事例が⾒られたことも踏まえ、優良な植物品種の育成者権を保護し、
新品種の開発を促進するため、令和 2(2020)年 12 ⽉に「種苗法の⼀部を改正する法律」(以
下「改正種苗法」という。)が成⽴しました。以下では、植物の新品種の海外流出対策につ
いて紹介します。 

 
((我我がが国国でで開開発発さされれたた品品種種のの潜潜在在⼒⼒))  

優良な品種は、我が国農業の強みの⼀つであり、輸出品⽬として海外でも⾼い評価を得
ています。⼀⽅で、シャインマスカットやイチゴ等の種苗が海外に持ち出され、中国や韓
国で産地化された上で東南アジア等にも輸出され、我が国からの輸出産品と競合するなど
の問題も指摘されています(図図表表トトピピ 66--11)。 

 
我が国で開発された優良な植物品種の流出により、我が国の農業者が本来得られるべき

利益が失われることは⼤きな問題です。⼀⽅で、このような海外における栽培の拡⼤は、
我が国の品種の海外における潜在⼒が⼤きいことを⽰しているともいえます。令和２
(2020)年９⽉に植物品種等海外流出防⽌対策コンソーシアム1が公表した調査結果では、我
が国の登録品種2と同名の種苗が中国や韓国のインターネットで 36 品種販売されているこ
とが確認され、我が国の品種の⼈気の⾼さが裏付けられました(図図表表トトピピ 66--22)。 

 
1 公益社団法⼈農林⽔産・⾷品産業技術振興協会、⼀般社団法⼈⽇本種苗協会、⼀般社団法⼈⽇本果樹種苗協会、全国⾷⽤きのこ種

菌協会、国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構種苗管理センターで構成 
2 種苗法に基づき品種登録を受けている品種 

図表トピ 6-1 シャインマスカットの海外流出について 

資料：農林⽔産省作成 

苗⽊が
海外に流出

【中国】
・「陽光バラ」「陽光玫瑰」
「⾹印翡翠」等の名称での販
売を確認

※ 「⾹印」はシャイン（xiāng yìn)と発
⾳される。

・「⾹印」を含む商標の出願
（⾹印⻘提、⾹印翡翠）が判
明

・⽇本原産として、⾼値で苗⽊
取引

【韓国】
・韓国国内でのシャインマス

カットの栽培、市場での販売
を確認

中国産「陽光バラ」
（約490円/パック）

「中国産」⾹印翡翠
（約1,357円/kg）

⽣産物が
更に輸出

【東南アジア等】
・タイ市場で中国産、韓国産

シャインマスカットの販売を
確認

・⾹港市場で中国産、韓国産の
シャインマスカットの販売を
確認

・マレーシア、ベトナム市場で
韓国産シャインマスカットの
販売を確認

タイ市場で発⾒された中
国産「陽光バラ」

タイ市場で発⾒された韓国産
「SHINE MUSCAT」

【国内】
・ シャインマスカット

は我が国で育成された
ブドウ品種

・ ⽢みが強く、⾷味も
優れ、⽪ごと⾷べられ
ることから、⾼値で取
引

・ 輸出産品としての期
待も⾼い

植物新品種の海外流出対策
トピックス
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((新新品品種種のの展展開開⽅⽅向向))  

都道府県等が開発した新品種のブランド化等が図られる場合、⼤きく２つの戦略に整理
することが可能です。⼀つは、福岡県が開発したイチゴの「あまおう」1や、北海道が開発
した稲の「ゆめぴりか」のように、栽培地域を⾃らの都道府県内に限定するなどにより品
質管理を徹底し、⾼付加価値の農産物として販売していくものです。もう⼀つは、栃⽊県
が開発したイチゴの「とちおとめ」(平成 23(2011)年 11 ⽉から⼀般品種2)や、⼭形県が開
発した稲の「つや姫」のように、⾃らの都道府県外を含めて栽培を許諾し、その新品種の
知名度を⾼めた上で、⾃らの都道府県内で栽培された⽣産物をトップブランドとして販売
していくものです。いずれの戦略も、品種を開発した都道府県内の産地づくり、ひいては
⽣産者の⾼収益につながります。 
 改正種苗法により、許諾を得ていない登録品種の利⽤が防⽌しやすくなったことで、こ
うしたブランド化戦略を更に後押しできることとなります。 

 
((改改正正種種苗苗法法をを活活⽤⽤ししたた海海外外展展開開))  

農産物輸出に当たっても、国内で都道府県が⾏っているブランド化戦略と同様の戦略が
有効と考えられます。しかし、我が国の種苗法のような品種の保護を受けることができる
制度や仕組みが世界の全ての国・地域で設けられているわけではありません。同様の制度
のある国・地域では、各国・地域の国内法である品種保護制度に基づき品種登録を⾏えば、
当該国・地域における無断栽培を防⽌することや、我が国の品種の開発者が特定の現地⽣
産者等をパートナーとして品質や数量、出荷時期、輸出先等を管理させた上で栽培を許諾
することは可能です。⼀⽅で、品種登録を⾏っていない国・地域や品種の保護を⾏う制度
そのものが⼗分でない国・地域では、無断栽培を⽌めることはできず、海外におけるブラ
ンド管理に限界があったというのが現状です。 

改正種苗法では、これまで持ち出しを⽌めることができなかった登録品種の種苗につい
て、育成者権者が海外へ持ち出しが可能な国・地域の指定や国内で栽培可能な地域を指定
できるようになり、これに違反した登録品種の海外持ち出しを⽌めること等が可能となり
ました。この仕組みを活⽤すれば、育成者権者の許諾がない登録品種の海外への持ち出し
に対する抑⽌⼒が⾼まることとなります。これにより、我が国の新品種を活⽤した海外展
開の選択肢が広がることが期待されます。 

→第 1 章第 4 節を参照 

 
1 登録品種名は福岡S6 号 
2 ⼀般品種には、①在来種、②品種登録されたことがない品種、③品種登録期間が切れた品種が含まれる。とちおとめは平成23(2011)

年に登録期間満了 

図表トピ 6-2 ウェブサイト上で販売が確認された⽇本における登録品種の名称⼀覧 

イチゴ 10 品種(紅ほっぺ、さがほのか等)、ブドウ 4 品種(シャインマスカット、クイーンニーナ等) 
ウンシュウミカン 1 品種(⼤分果研 4 号)、その他カンキツ 10 品種(はるみ、せとか等) 
リンゴ 3 品種(もりのかがやき、はるか等)、ナシ 1 品種(あきづき) 
モモ 2 品種(⻄王⺟

せ い お う ぼ
等)、スモモ 1 品種(アルプス王⼦) 

カキ 1 品種(早秋)、サクランボ 2 品種(紅てまり等) 、サツマイモ 1 品種(べにはるか) 
計 36 品種 

資料：植物品種等海外流出防⽌対策コンソーシアムの公表資料を基に農林⽔産省作成 
注：令和 2(2020)年７⽉時点 
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トトピピッッククスス 77  フフーードドテテッッククのの現現状状  
 
世界的に健康志向や環境志向等、⾷に求める消費者の価値観が変化していること等を背

景に、⽣産から流通・加⼯、外⾷、消費等へとつながる⾷分野の新しい技術及びその技術
を活⽤したビジネスモデル｢フードテック｣への関⼼が⾼まっており、世界のフードテック
分野への投資額は年間２兆円を超えています1。 

以下では、我が国における取組事例、研究会の⽴ち上げとその中間取りまとめ、官⺠協
議会の設⽴等、フードテックをめぐる動きを紹介します。 

 
((我我がが国国ににおおけけるるフフーードドテテッッククのの取取組組事事例例))  

我が国におけるフードテックの取組事例としては、代替⾁や、
健康・栄養に配慮した⾷品、⼈⼿不⾜に対応する調理ロボット、
昆⾍を活⽤した環境負荷の低減に資する飼料・肥料の⽣産等の分
野で、スタートアップ企業等が事業展開、研究開発を実施してい
ます。  

 
((フフーードドテテッックク研研究究会会のの⽴⽴ちち上上げげとと中中間間取取りりままととめめ))  

農林⽔産省は、フードテックに関わる産業について、協調領域
における課題やその対応を議論するため、令和２(2020)年 7 ⽉、
⾷品企業や、スタートアップ企業、関係省庁、研究機関等の関係
者で構成する「フードテック研究会」による「中間取りまとめ」を公表しました。 

この中では、フードテックを資源循環型の⾷料供給システムの構築や⾼い⽣活の質を実
現する上で鍵となる技術であると位置付け、国内に技術基盤を確保していくことが重要で
あること等が⽰されました。 

また、重点的に研究開発・投資や社会実装を進めるべき分野としては、多様化する消費
者の価値観に対応した⾷品・素材等の提供、ユニバーサルに⾷を楽しむことのできる調理
環境の整備、新型コロナウイルス感染症の収束後を⾒据えた新たな⾷産業への転換、持続
的な資源循環の実現に資する技術やビジネスモデルが挙げられました。 

このほか、海外の動向も押さえた戦略的なルールづくりや、フードテックに特化した研
究開発への⽀援、投資環境の整備についても意⾒が出されました。 

 
((フフーードドテテッックク官官⺠⺠協協議議会会のの設設置置))  

フードテック研究会の中間取りまとめを踏まえ、農林⽔産省では、令和 2(2020)年 10
⽉に官⺠連携による「フードテック官⺠協議会」を⽴ち上げました。官⺠協議会では特定
の分野について協調領域の課題解決に向けた専⾨的な議論を⾏うための作業部会を発⾜さ
せるとともに、フードテックの機運を盛り上げるため、Web を活⽤したセミナー等のコミ
ュニティ活動を実施することとしています。 

今後も、官⺠協議会等の活動を通じて、代替⾁や、健康・栄養に配慮した⾷品、昆⾍を
活⽤した飼料・肥料⽣産等の⽇本の強みを⽣かしたフードテックの新たな市場創出を進め
ていくこととしています。                  →第 1 章第 3 節を参照 

 
1 AgFunder「AgFunder AgriFoodTech Mid-Year Investment Review ‒ H1ʼ20」、各年平均のドル円相場で円換算 

必必要要なな栄栄養養素素ををババラランンスス良良くく  
配配合合ししたた完完全全栄栄養養⾷⾷ののパパンン  

資料：ベースフード株式会社 

⼈⼈⼿⼿不不⾜⾜にに対対応応すするる  
⾷⾷洗洗機機ロロボボッットト  

資料：コネクテッドロボティクス株式会社
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特特集集  新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症にによよるる影影響響とと対対応応  

 
 
新型コロナウイルス感染症は、令和 2(2020)年に世界的な⼤流⾏に発展し、世界の経済・

社会に⼤きな影響を及ぼしています。 
我が国においても、学校の休校や外出⾃粛、インバウンド需要の減少等により、経済・

社会に多⼤な影響が⽣じました。⾼密度を避ける⽣活様式が常態化する中で、⾷事をする
場所や⾷べ物の⼊⼿先が変化し、個々の農畜⽔産物の需要に⼤きな影響を及ぼしています。
⼀⽅、デジタル技術を活⽤した⽣活様式の変化は、テレワーク等場所を問わない働き⽅の
進展につながるとともに、オンラインを通じた消費者と⽣産者、地⽅と都市との新たな交
流をもたらしています。 

このような中で、農林⽔産省は、新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響を受けた農林漁
業者の経営継続⽀援や国産農産物の販売促進・消費拡⼤等に向けて各般の措置を講じまし
た。 

本特集では、これら⾷料・農業・農村における影響と対応について記述します。 
 
 

((11))⾷⾷料料消消費費⾯⾯ででのの影影響響とと新新たたなな動動きき  
アア  ⾷⾷料料消消費費へへのの影影響響  

令和 2(2020)年 2 ⽉以降、学校の休校や外出⾃粛、インバウンド需要の減少等により、
外⾷事業者を始め、関連産業に⼤きな影響が発⽣しています。 

感染症が拡⼤するにつれ、外出⾃粛に伴う家庭内消費が増加し、⼀時的に⽶やパスタ、
冷凍⾷品等の品⽬がスーパーで⽋品⼜は品薄になりましたが、⾷品製造事業者の⽣産継続
や、流通事業者の休⽇配送等により、⾷料は安定的に供給されました。 

 
((外外⾷⾷へへのの⽀⽀出出がが⼤⼤ききくく減減少少、、⽣⽣鮮鮮⾷⾷品品へへのの⽀⽀出出がが増増加加))  

令和 2(2020)年以降の⾷料消費⽀出額を⾒ると、令和元(2019)年と⽐べ、令和 2(2020)
年 3 ⽉以降は外⾷への⽀出額が⼤きく減少する⼀⽅、⽣鮮⾷品への⽀出額は増加し、⾼⽌
まりしています(図図表表  特特--11)。令和 3(2021)年 1 ⽉に緊急事態宣⾔が再度発出され、回復の
兆しが⾒えた外⾷への⽀出額は再び⼤きく減少しました。 
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((外外⾷⾷産産業業のの売売上上げげがが⼤⼤幅幅にに減減少少))  

⼀般社団法⼈⽇本フードサービス協会の調査によれば、令和２(2020)年の外⾷産業全体
の売上⾼は前年と⽐べ 15.1%減となり、平成 6(1994)年の調査開始以来最⼤の下げ幅とな
りました。テイクアウト・デリバリー需要に⽀えられたファストフードは 3.7%減と踏み
とどまった⼀⽅、パブレストラン・居酒屋では 49.5%減と⼤きなダメージを受けました。 

⽉ごとの推移を⾒ると、令和２(2020)年 5 ⽉以降は、緊急事態宣⾔の解除により全ての
業態で売上げは回復し、同年 11 ⽉の外⾷産業全体の売上⾼は前年同⽉⽐で９割強まで回
復しましたが、その後の新型コロナウイルス感染症の再拡⼤を受けて再び減少しました。
令和 3(2021)年 1 ⽉に緊急事態宣⾔が再度発出され、同年 2 ⽉の外⾷産業全体の売上⾼は
前年同⽉⽐で 77.7%となりました(図図表表  特特--22)。 

 

図表 特-1 1 ⼈ 1 か⽉当たりの⾷料消費⽀出額の推移 

資料：総務省「家計調査」(全国・⽤途分類・⼆⼈以上の世帯)を基に農林⽔産省作成 
注：1) 消費者物価指数(⾷料：平成 27(2015)年基準)を⽤いて物価の上昇・下落の影響を取り除いた数値 
  2) 世帯員数で除した 1 ⼈当たりの数値 

3) ⽣鮮⾷品は、⽶、⽣鮮⿂介、⽣鮮⾁、⽜乳、卵、⽣鮮野菜、⽣鮮果物の合計 
4) 調理⾷品は、主⾷的調理⾷品と他の調理⾷品の合計で、他の調理⾷品には冷凍調理⾷品も含む。 
5) 令和 3(2021)年 1 ⽉の緊急事態宣⾔は 7 ⽇に発出し、8 ⽇から発効 
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また、株式会社帝国

ていこく
データバンクが令和

３(2021)年３⽉に公表した調査によると、
「新型コロナウイルス関連倒産」の件数は
全国で 1,237 件にのぼり、業種別では、「飲
⾷店」が 205 件で最も多く、「⾷品卸」も
62 件と全体で 5 番⽬に多くなっています。
外⾷産業の売上げの減少により、関連する
⾷品卸にも影響が波及していると考えられ
ます(図図表表  特特--33)。 
 
 

 
((イインンババウウンンドド需需要要はは⼤⼤幅幅にに減減少少))  

⽇本政府観光局(JNTO)の調査によれ  
ば、令和２(2020)年の訪⽇外国⼈旅⾏者
数は、外国との往来規制により前年⽐で
９割弱減少し、412 万⼈となりました(図図
表表  特特--44)。これにより、訪⽇外国⼈旅⾏
者の旅⾏消費額も同程度減少していると
考えられます。 

 
 

 

図表 特-2 外⾷産業における業態別売上⾼の推移(前年同⽉⽐) 

資料：⼀般社団法⼈⽇本フードサービス協会「外⾷産業市場動向調査」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 協会会員社を対象とした調査 

2) その他は総合飲⾷、宅配ピザ、給⾷等を含む。 
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図表 特-3 新型コロナウイルス関連倒産数 
(業種別件数上位) 

資料：株式会社帝国データバンク「「新型コロナウイルス関連倒産」動
向調査」(令和 3(2021)年 3 ⽉ 31 ⽇公表)を基に農林⽔産省作成 

注：1) 業種別件数上位を抜粋 
2) 令和 3(2021)年 3 ⽉ 31 ⽇時点の数値 

業態 件数
1 飲⾷店 205
2 建設・⼯事業 110
3 ホテル・旅館 86
4 アパレル⼩売 67
5 ⾷品卸 62

1,237全体

図表 特-4 訪⽇外国⼈旅⾏者数 

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 
注：令和 2(2020)年の数値は暫定値 
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((⻑⻑期期保保存存がが可可能能なな加加⼯⼯品品等等のの消消費費がが増増加加))  
令和 2(2020)年 3 ⽉以降、⻑期保存が可能な⽶、パスタ、⼩⻨粉、バター、冷凍調理⾷

品等の加⼯品や⽣鮮⾁等の⽣鮮品への⽀出額が増加しています(図図表表  特特--55)。 

 
⽶については、内閣府が令和 2(2020)年 9 ⽉に実施した世論調査によると、新型コロナ

ウイルス感染症発⽣前と⽐べ⽶の消費が「増加した」と答えた者が全体の約 2 割(「変わら
ない」が約 8 割)で、年齢別に⾒ると、「増加した」と答えた者の割合は 30 歳代、50 歳代
で⾼くなっています(図図表表  特特--66)。 

 
 
また、令和 2(2020)年 3 ⽉以降、納⾖、ヨーグルト等の発酵⾷品や緑⻩⾊野菜への⽀出

額も前年同⽉と⽐べ増加しています(図図表表  特特--77)。これは消費者の健康志向の⾼まりが⼀因
と考えられます。 

図表 特-6 新型コロナウイルス感染症発⽣前後の⽶の消費の変化 

資料：内閣府「⾷⽣活に関する世論調査」(令和 3(2021)年 1 ⽉公表)を基に農林⽔産省作成 
注：令和 2(2020)年 9 ⽉に、全国 18 歳以上の⽇本国籍を有する者を対象に⾏った調査(有効回答数 1,967 ⼈、回収率 65.6%) 
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図表 特-5 主な品⽬別の 1 ⼈ 1 か⽉当たりの⽀出額(前年同⽉を 100 とする指数) 

資料：総務省「家計調査」(全国・品⽬分類・⼆⼈以上の世帯) を基に農林⽔産省作成 
注：1) 消費者物価指数(⾷料：平成 27(2015)年基準)を⽤いて物価の上昇・下落の影響を取り除いて算出 

2) 世帯員数で除した 1 ⼈当たりの数値 
3) 算出⽅法は、当⽉⾦額÷前年同⽉⾦額×100 
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((⾃⾃宅宅ででのの⾷⾷事事・・料料理理機機会会がが増増加加))  
⽣鮮⾷品への⽀出額が増加した要因としては、⾃宅での料理機会の増加が考えられます。 
株式会社マクロミルが令和 2(2020)年 7 ⽉に公表した調査によれば、外出⾃粛やテレワ

ークの浸透に伴い、⾃宅での⾷事機会が増えたと回答した⼈、料理機会が増えたと回答し
た⼈は、それぞれ５割程度となっています(図図表表  特特--88)。 

また、農林⽔産省が令和 2(2020)年 12 ⽉に実施した調査でも、⾃宅で⾷事する回数が増
えたと回答した⼈は 4 割弱、料理する回数が増えたと回答した⼈は 3 割弱となり、⾃宅内
での⾷事、料理機会の増加傾向が継続していることがうかがえます(図図表表  特特--99)。 

 

 
 

図表 特-8 ⾃宅における⾷事及び料理の頻度 

資料：株式会社マクロミル「新型コロナによる⾷⽣活と健康に対する意識調査」(令和 2(2020)年 7 ⽉公表)を基に農林⽔産省作成  
注：1) 令和 2(2020)年 6 ⽉に、全国 20~69 歳の男⼥ 2,000 ⼈を対象として実施したインターネットによるアンケート調査 

2) 料理の頻度についての設問は、2,000 ⼈のうち⾃宅での料理をメインで⾏っている者 1,114 ⼈が対象 
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図表 特-7 発酵⾷品や緑⻩⾊野菜の 1 ⼈ 1 か⽉当たりの⽀出額(前年同⽉を 100 とする指数) 
(緑⻩⾊野菜) (発酵⾷品) 

資料：総務省「家計調査」(全国・品⽬分類・⼆⼈以上の世帯) を基に農林⽔産省作成 
注：1) 消費者物価指数(⾷料：平成 27(2015)年基準)を⽤いて物価の上昇・下落の影響を取り除いて算出 

2) 世帯員数で除した 1 ⼈当たりの数値 
3) 算出⽅法は、当⽉⾦額÷前年同⽉⾦額×100 

50

75

100

125

150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

納⾖ ヨーグルト チーズ

0
〜〜

令和2(2020)年
1⽉ 1⽉

3(2021)

50

75

100

125

150

175

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

ブロッコリー ほうれんそう
にんじん トマト
ピーマン

0 〜〜

令和2(2020)年
1⽉ 1⽉

3(2021)

22

新型コロナウイルス感染症による影響と対応特集



 

 
 

((⾷⾷品品ススーーパパーーのの売売上上⾼⾼はは増増加加))  
家庭における料理機会の増加に伴い、⾷品スーパーの売上⾼は増加しています。 
スーパーマーケット業界３団体合同の調査によると、令和 2(2020)年 2 ⽉以降、⾷品全

体の売上⾼は前年同⽉と⽐べ増加しています。特に⽣鮮３部⾨(⻘果、⽔産、畜産)の売上
⾼が増加しており、令和 2(2020)年 5 ⽉には前年同⽉と⽐べ 2 割程度増加し、6 ⽉以降も
例年より⾼い⽔準で推移しています(図図表表  特特--1100)。 

 

 
 

((１１回回のの買買物物でで⾷⾷料料品品ををままととめめ買買いいすするる消消費費者者がが増増加加))  
スーパーマーケット業界３団体合同の動向調査によると、令和 2(2020)年 4 ⽉以降、ス

ーパーマーケットの来客数は減少する⼀⽅、客単価は、前年同⽉⽐で 2〜3 割程度増加し
て推移しています(図図表表  特特--1111)。外出⾃粛に伴い、スーパーマーケットへの来店は、回数
を減らし、1 回の買物で⾷料品をまとめ買いする消費者が増加したためと考えられます。  

図表 特-10 ⾷品スーパーの売上⾼(前年同⽉⽐) 

資料：⼀般社団法⼈全国スーパーマーケット協会、⼀般社団法⼈⽇本スーパーマーケット協会、オール⽇本スーパーマーケット協会「スー
パーマーケット販売統計調査」を基に農林⽔産省作成 

注：1) ⾷料品を中⼼に取り扱うスーパーマーケットを対象とした調査 
2) ⽣鮮 3 部⾨は、⻘果、⽔産、畜産の合計 
3) 前年同⽉を 100 とした当⽉の数値 
4) 令和 2(2020)年度末時点の数値 
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図表 特-9 ⾃宅における⾷事及び料理の頻度 

資料：農林⽔産省「⾷育に関する意識調査」(令和 3(2021)年 3 ⽉公表)を基に作成 
注：令和 2(2020)年 12 ⽉に、全国の 20 歳以上の者 5,000 ⼈を対象として実施した郵送及びインターネットによる調査(有効回収率 47.9％)

(⾷事の頻度) (料理の頻度) 
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6.0 3.0 
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((イインンタターーネネッットト通通信信販販売売ででのの⾷⾷料料消消費費がが増増加加))  

令和２(2020)年 3 ⽉以降、インターネットによる通信販売での⾷料⽀出額が増えていま
す(図図表表  特特--1122)。同年 5 ⽉には前年同⽉⽐で８割増加し、その後も前年同⽉⽐で 5〜7 割
程度増加して推移しています。 

年齢別に⾒ると、29 歳以下での利⽤が最も多いものの、60 歳代以上の⾼齢者層も含め、
全ての年齢層において前年と⽐べ⽀出額が増加しています(図図表表  特特--1133)。 

 

 
 

図表 特-12 インターネットによる通信販売での⾷料⽀出額 

資料：総務省「家計消費状況調査」(⽉次・⼆⼈以上の世帯)を基に農林⽔産省作成 
注：1) 消費者物価指数(⾷料：平成 27(2015)年基準)を⽤いて物価の上昇・下落の影響を取り除いた数値 

2) 世帯員数で除した 1 ⼈当たりの数値 
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図表 特-11 スーパーマーケットの来客数 DI と客単価 DI 

資料：⼀般社団法⼈全国スーパーマーケット協会、⼀般社団法⼈⽇本スーパーマーケット協会、オール⽇本スーパーマーケット協会「スー
パーマーケット景気動向調査」を基に農林⽔産省作成  

注：1) ⾷料品を中⼼に取り扱うスーパーマーケットを対象とした調査 
2) DI(Diffusion Index、動向指数)は、協会会員社の中核店舗における客単価及び来客数について、前年同⽉と⽐較し「かなり増加」、

「やや増加」、「変わらない」、「やや減少」、「かなり減少」の 5 段階で評価。その回答構成⽐(％)にそれぞれ+0.5、+0.25、±0、
-0.25、-0.5 を乗じた数値を合計して算出 

3) 令和 2(2020)年度末時点の数値 
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イイ  ⾷⾷料料、、農農産産物物需需要要ををめめぐぐるる新新たたなな動動きき  
((外外⾷⾷事事業業者者にによよるるテテイイククアアウウトト、、フフーードドデデリリババリリーーのの取取組組がが増増加加))  

外⾷事業者の中には、提供する料理を消費者が持ち帰る「テイクアウト」や、料理を⾃
宅に宅配する「フードデリバリー」への取組を拡⼤する動きが⾒られます。 

エヌピーディー・ジャパン株式会社が令和 3(2021)年 2 ⽉に公表した調査によれば、令
和 2(2020)年 4 ⽉以降、外⾷事業者のデリバリー部⾨の売上げは対前年同⽉⽐で増加して

((ココララムム))  調調理理器器具具のの購購⼊⼊額額変変化化  
⾃宅での料理機会の増加により調理器具への⽀出も増加しています。令和 2(2020)年における 1 ⼈

1 か⽉当たりの包丁やまな板を含む台所⽤品への⽀出額は前年に⽐べて約 1 割増加しています。また、
調理家電の需要が増加しており、令和 2(2020)年におけるホットプレート及びトースターの国内出荷
額は、前年⽐でそれぞれ 4 割増加、2 割増加となりました。 

11 ⼈⼈ 11 かか⽉⽉当当たたりりのの「「他他のの台台所所⽤⽤品品」」へへのの⽀⽀出出額額  

資料：総務省「家計調査」(全国・品⽬分類・⼆⼈以上の世帯)を基に農
林⽔産省作成 

注：1) 消費者物価指数(家事雑貨：平成 27(2015)年基準)を⽤いて物
価の上昇・下落の影響を取り除いた数値 

2) 世帯員数で除した 1 ⼈当たりの数値 
3) 他の台所⽤品には包丁、まな板等の調理器具のほか、台所⽤

たわし、ふきん等の備品も含む。 

調調理理家家電電のの国国内内出出荷荷額額  

資料：⼀般社団法⼈⽇本電機⼯業会「⺠⽣⽤電気機器⾃主統計調査」
を基に農林⽔産省作成 

注：令和元(2019)年の国内出荷額を 100 としたときの割合 
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図表 特-13 インターネットによる通信販売での⾷料⽀出額(年齢別) 

資料：総務省「家計消費状況調査」(年次・総世帯)を基に農林⽔産省作成 
注：1) 消費者物価指数(⾷料：平成 27(2015)年基準)を⽤いて物価の上昇・下落の影響を取り除いた数値 

2) 世帯員数で除した 1 ⼈当たりの数値 
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推移し、特に同年 5 ⽉は 204%増加しました(図図表表  特特--1144)。 
ファミリーレストラン等を全国展開する、株式会社すかいらーくホールディングスは、

令和 2(2020)年 4 ⽉以降、店内飲⾷による売上げが半減したため、テイクアウトやフード
デリバリー⽤の商品開発に取り組み、これらのサービスの令和 2(2020)年の売上げを対前
年⽐で約 6 割増加させました。また、フードデリバリーについては、⾃社で配達するほか、
宅配ニーズの急増に対応するため、フードデリバリーを専⾨に⾏う代⾏業者への委託も増
加し、令和 2(2020)年では、フードデリバリーの売上げ全体の１割となっています(図図表表  特特
--1155)。 

 

 
 

((消消費費者者にによよるるフフーードドデデリリババリリーー専専⾨⾨事事業業者者のの利利⽤⽤がが増増加加))  
消費者によるフードデリバリーの専⾨事業者の利⽤は増加しています。 
フードデリバリーサービス事業者の株式会社出前館を利⽤する消費者は令和 2(2020)年

8 ⽉現在で 300 万⼈1を超え、加盟する飲⾷店数は、同年 12 ⽉時点で前年に⽐べ 2.5 倍に
増加し約 5 万店になりました。また、フードデリバリーサービス事業者の Uber Japan 株
式会社においても、加盟する飲⾷店数は、同年 12 ⽉時点で前年に⽐べおおむね 4 倍に増
加し約 7 万店になりました。 

 

 
 

1 直近1 年間に1 回以上オーダーしたユーザー数 

飲飲⾷⾷店店かからら商商品品をを受受取取  
資料：株式会社出前館 商商品品のの配配達達  

資料：Uber Japan 株式会社 

図表 特-14 フードデリバリーの売上額の増加
率(前年同⽉⽐) 

資料：エヌピーディー・ジャパン株式会社「外⾷・中⾷ 調査レポート」
(令和 3(2021)年 2 ⽉公表)を基に農林⽔産省作成 

注：令和 2(2020)年の数値 

図表 特-15 株式会社すかいらーくホールディ
ングスのフードデリバリー・テイ
クアウトの売上額 

資料：株式会社すかいらーくホールディングス資料を基に農林⽔産
省作成 
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((消消費費者者のの 11 割割がが国国内内⽣⽣産産者者へへのの応応援援消消費費をを実実施施ししたたとと回回答答))  
新型コロナウイルス感染症の拡⼤によ

り販路を失った国内⽣産者から農⽔産物を
購⼊する「応援消費」の動きが⾒られまし
た。公益財団法⼈流通経済研究所が令和
2(2020)年 4 ⽉に実施した調査では、「コロ
ナ問題で被害を受けた⽣産者・事業者に貢
献する意図での買い物」を⾏ったと回答し
た消費者が全体の１割いました。特に 20
〜39 歳の男性と 60 歳以上の⼥性において
割合が⾼くなっています(図図表表  特特--1166)。 

応援消費を⾏った理由としては、「商品・
サービスに価値がある」、「応援先が困って
いると感じた」が多くなっています(図図表表  
特特--1177)。 

 
 
 

 

図表 特-17 応援消費を⾏った理由(複数回答) 

資料：公益財団法⼈流通経済研究所「新型コロナウイルス問題下における応援消費の獲得⽅法の提案」(令和 2(2020)年５⽉公表)を基に農
林⽔産省作成 

注：1) 全国 20 歳以上の男⼥ 1,876 ⼈を対象としたインターネット調査 
2) 応援消費を⾏ったと回答した 203 ⼈が対象 
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資料：公益財団法⼈流通経済研究所「新型コロナウイルス問題下にお
ける応援消費の獲得⽅法の提案」(令和 2(2020)年５⽉公表)を基
に農林⽔産省作成 

注：全国 20 歳以上の男⼥ 1,876 ⼈を対象としたインターネット調査

図表 特-16 農⽔産業の⽣産者に対して応援消
費を⾏った⼈の割合 
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((ココロロナナ禍禍でで⾷⾷品品産産業業のの３３割割がが国国内内産産地地ととのの取取引引をを増増ややししたたいいとと回回答答))  

株式会社⽇本政策⾦融公庫
にっぽんせいさくきんゆうこうこ

(以下「公庫」という。)が令和 2(2020)年 7 ⽉に実施した調
査では、コロナ禍における国内産地との取引意向について、⾷品産業の 3 割が国内産地と
の取引を増やしたいと回答しています。 

その理由としては、「販売先(消費者サイド)の国産志向の⾼まり等でニーズ増加」が 5
割と最も多く挙げられています(図図表表  特特--1188)。⼀⽅で、国内産地との取引の課題としては、
「価格が合わない(⾼い、相場が不安定)」との回答が 7 割となっています。 

 

資料：株式会社⽇本政策⾦融公庫「⾷品産業動向調査」(令和 2(2020)年 9 ⽉公表)を基に農林⽔産省作成 
注：1) 全国の⾷品関係企業を対象としたアンケート調査。有効回答数は 2,771、内訳は製造業 1,773、卸売業 685、⼩売業 227、飲⾷業 86 

2) 国内産地との取引を増やしたい理由についての設問は、国内産地との取引を増やしたいと回答した者が対象 
3) 回答率が⾼い上位５項⽬ 

(国内産地との取引の課題) 

(国内産地との取引を増やしたい理由) 
図表 特-18 コロナ禍における国内産地との取引意向(複数回答) 

14.2 
26.2 

28.4 
32.1 

68.5 

産地の情報（収集⽅法）がわからない

物流に課題がある

通年（決まった時期）の取引が難しい

ロットが合わない（定量確保が困難）

価格が合わない（⾼い、相場が不安定）

0 10 20 30 40 50 60 70 80
%

32.5 

35.0 

35.1 

40.4 

49.8 

取引増加で国内農業⽣産の持続的発展に
寄与していきたい（地域貢献）

国内調達安定化等のため取引拡⼤・分散化
（リスクヘッジ）

⽣産・品質管理の徹底している産地との取引
で安全性を確保したい（安全性）

国内・地域農畜産品の活⽤で差別化・
ブランド化を図りたい（付加価値向上）

販売先（消費者サイド）の国産志向の
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全国農業協同組合連合会(以下「JA全農」という。)は、平成 13(2001)
年より、全国の農業協同組合(以下「農協」という。)や⽣産者が農畜産
物や加⼯品等を産地直送するインターネット販売サイト「JAタウン」を
運営してきました。新型コロナウイルス感染症の拡⼤に伴い、農産物の
売り先に困っていた⽣産者を⽀援するため、令和 2(2020)年 5 ⽉から、
和⽜、果実、乳製品、花きを対象に、送料をJAグループが負担する「さ
んち直送おうちごはん 送料無料キャンペーン」を実施しました。開始
当初の対象アイテム数を 1 か⽉間で約５倍の 1,000 アイテムまで増加
し、消費が低迷した農畜産物の販売拡⼤を継続的に⽀援しています。 

このような産地⽀援や旺盛な巣ごもり需要の影響を受けて、キャンペ
ーンの効果もあり、令和 2(2020)年の JA タウンの売上⾼は前年⽐で約 2
倍に増加しました。また、サイトの登録会員数も同様に増加し、特に
20〜30 歳代の若い世代の利⽤が増加しました。JA 全農の担当者は、「今
後も、継続的なキャンペーンの実施、会員向けの特典の充実等により、
コロナをきっかけに会員となった⽅々が繰り返し利⽤したくなる仕組
みを整備していきたい。」と話しています。 

 

送送料料無無料料キキャャンンペペーーンンのの  
ババナナーー画画像像  

資料：JA 全農 

((事事例例))  JJAA ググルルーーププがが農農産産物物のの販販売売をを⽀⽀援援すするるキキャャンンペペーーンンをを実実施施  
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((フフーードドババンンククをを通通じじてて未未利利⽤⽤⾷⾷品品をを「「ここどどもも⾷⾷堂堂」」等等にに提提供供))  
外⾷向けに販売予定であった未利⽤⾷品を、フードバンク1を通じて「こども⾷堂」等、

⾷に困っている⼈へ提供する動きが⾒られました。 
株式会社クラダシでは、在庫を抱える⾷品メーカー等から協賛価格で商品の提供を受け、

⼿頃な価格で消費者に販売する Web サイトを運営しています。外⾷向けなどに⾷品を出
荷していた⾷品事業者が在庫を抱える中、令和 3(2021)年 2 ⽉にフードバンク向けオンラ
インマッチングシステムを⽴ち上げました。当システムでは、同社が⾷品事業者から寄贈
品を募り、事前に会員登録したフードバンクが⾃団体の倉庫の規模や在庫状況を踏まえて
寄贈品の引取りを申し込むことができます。寄贈品の配送コストは同社が運営する販売
Web サイトの売上げから拠出しており、品代及び配送料ともフードバンク側の負担はゼロ
となっています。同⽉の取組開始から、麺類や菓⼦類
等の寄贈があり、フードバンクで活⽤されています。 

また、神奈川県横浜市
よ こ は ま し

の公益社団法⼈フードバンク
かながわでは、学校給⾷や各種イベントの中⽌に伴い、
⼀部の⾷品で余剰が発⽣したことや、ひとり親世帯や
学⽣等、⾷に困っている⼈の急増に伴う⾏政、「こども
⾷堂」等の団体からの⽀援の依頼が増加したことによ
り、令和 2(2020)年度の⾷品の取扱量は 210t と前年度
の 97t から⼤幅に増加しました。 

 
((ロロシシアアななどど穀穀物物のの輸輸出出国国等等のの 1199 かか国国がが輸輸出出規規制制をを実実施施))  

新型コロナウイルス感染症の拡⼤により、令和 2(2020)年度においては、⼩⻨の主要輸
出国であるロシア等 19 か国で輸出規制が⾏われました(図図表表  特特--1199)。 

このような中、我が国は、国際的な枠組みを活⽤し、不当な輸出制限措置の導⼊回避を
含む、新型コロナウイルス感染症による⾷料安全保障2等の諸課題への対応について国際協
調を推進しました。 

例えば、令和２(2020)年４⽉に開催されたＧ20 農業⼤⾂会合では、新型コロナウイルス
感染症対策を理由に不必要な輸出規制は厳に⾏うべきでないこと、同年９⽉に開催された
Ｇ20 農業・⽔⼤⾂会合では、⾷料や農業のサプライチェーンの強 靱

きょうじん
化のために、各国が

輸出規制等の措置を⾏わず、国際的な市場の透明性と信頼性を向上させる必要があること
等を発⾔し、それぞれ、我が国の主張が反映された⼤⾂声明も採択されました。 

そのほか、令和２(2020)年 11 ⽉に開催されたカナダ政府主催 WTO3⾮公式閣僚会合で
は、輸出規制を真に必要最⼩限なものに抑制し、国際価格の⾼騰の防⽌に向けて議論を継
続すべきこと、令和３(2021)年１⽉に開催されたベルリン農業⼤⾂会合では、疾病による
世界の⾷料供給への影響に備えるため、サプライチェーンの各段階での取組が重要である
こと、同⽉に開催されたスイス政府主催 WTO ⾮公式閣僚会合では、輸出規制の規律の明
確化と透明性の向上を第 12 回 WTO 閣僚会議に向けた優先事項の⼀つとすべきこと等を
提案し、各国に協⼒を呼び掛けました。 

輸出規制を実施した国の多くはその後、輸出規制を解除しましたが、引き続き、不当な
輸出規制が導⼊されることのないよう各国の動向を注視していく必要があります。 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 ⽤語の解説3(1)を参照 
3 ⽤語の解説3(2)を参照 

フフーードドババンンククをを通通じじてて提提供供さされれるる⾷⾷材材 
資料：公益社団法⼈フードバンクかながわ 
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((22))農農業業⽣⽣産産・・販販売売⾯⾯ででのの影影響響とと新新たたなな動動きき  
アア  市市場場価価格格やや販販路路へへのの影影響響  
((和和⽜⽜⾁⾁、、わわささびび、、ママダダイイのの卸卸売売価価格格はは４４〜〜５５⽉⽉ににかかけけてて⼤⼤幅幅にに低低下下))  

令和 2(2020)年 2 ⽉以降、外⾷需要やインバウンド需要の減退により、和⽜⾁、わさび、
マダイ等の卸売価格は 4 ⽉から 5 ⽉にかけて⼤幅に低下しました。6 ⽉以降は回復基調で
推移しましたが、わさび、マダイ等は新型コロナウイルス感染症の再拡⼤による外⾷需要
の落込みを受け、価格は再度低下しています (図図表表  特特--2200、図図表表  特特--2211、図図表表  特特--2222)。 

オオンンラライインンにによよるるベベルルリリンン農農業業⼤⼤⾂⾂会会合合  
ににおおけけるる各各国国のの出出席席者者  

オオンンラライインンにによよるるＷＷＴＴＯＯ⾮⾮公公式式閣閣僚僚会会合合
でで発発⾔⾔すするる農農林林⽔⽔産産⼤⼤⾂⾂  

図表 特-19 新型コロナウイルスによる農産物・⾷品の輸出規制に関する動き 

資料：農林⽔産省作成 

新型コロナウイルス感染拡大等による農産物・食品の輸出規制を実施した国19か国（令和2（2020）年度）

ロシア

ウクライナ
ベトナム
ミャンマー

ユーラシア経済同盟
※

小麦、メスリン、ライ麦、大麦、トウモロコシ 輸出枠（4/1～6/30） 

小麦：輸出枠（3/30～6/30）、ライ麦：輸出枠（8/17～2021年6/30）、ソバの実：輸出禁止（4/2～7/1）
コメ：輸出枠（4/10～4/30） 
コメ：輸出枠（5/1～9/30） 

ライ麦、コメ、ソバ、キビ、穀物（コメを除く）のひき割り・ミール・ペレッ卜、ソバ加工品、ヒマワリ種子等：輸出
禁止（4/12～6/30）、大豆：輸出禁止（4/12～6/12）、ヒマワリ種子：輸出許可制度（7/1～8/31）

このほか、ルーマニア、北マケド二ア、セルビア、トルコ、カザフスタン、タジキスタン、タイ、カンボジア、アルジェリア、エジプト、エルサルバドル、ホンジュラス。
※ユーラシア経済同盟…（ロシア）、ベラルーシ、（カザフスタン）、キルギス、アルメ二ア
注1：インドでは、4～7月において、政府による輸出規制はなかったが、ロックダウンの影響で一時的に輸出が停滞。
注2：アルゼンチンでは、新型コロナウイルス感染症拡大以前より、大豆、トウモロコシ、小麦、牛肉等に輸出税を賦課。
注3：ロシアは、国内食料価格の高騰等により、令和3（2021）年2月から小麦、トウモロコシ、大麦、ライ麦の輸出枠設定、小麦、大豆の輸出税賦課などの輸出規制を実施。
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((給給⾷⾷⽤⽤・・業業務務⽤⽤のの⽜⽜乳乳乳乳製製品品のの需需要要がが減減少少しし、、ババタターー・・脱脱脂脂粉粉乳乳にに加加⼯⼯すするる量量がが増増加加))  
学校の休校や外出⾃粛等に伴い、令和 2(2020)年 3〜5 ⽉の学校給⾷⽤⽜乳や⽣クリーム

図表 特-22 マダイ(天然)の卸売価格 

資料： 東京都中央卸売市場「市場統計情報(⽉報)」を基に農林⽔産省作成 
注： 2015−2019 年平均は、各年該当⽉の単純平均 
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図表 特-21 わさびの卸売価格 

資料： 東京都中央卸売市場「市場統計情報(⽉報)」を基に農林⽔産省作成 
注：2015−2019 年平均は、各年該当⽉の単純平均 
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図表 特-20 ⽜枝⾁の卸売価格 

資料：農林⽔産省「畜産物流通統計」を基に作成  
注：1) 中央卸売市場 10 市場の合計 

2) 2015−2019 年平均は、各年該当⽉の単純平均 
3) 和⽜去勢「A4」規格 
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等の業務⽤の需要が⼤幅に減少しました。また、これに伴い、⻑期保存できるバターや脱
脂粉乳に加⼯する⽣乳の量が増加しました(図図表表  特特--2233)。 

 

 
 

((切切りり花花のの卸卸売売価価格格はは 11 ⽉⽉以以降降再再びび低低下下))  
切り花の卸売価格については、イベントや冠婚葬祭が中⽌されたこと等により、令和

2(2020)年 3〜5 ⽉の卸売価格は低下し、特に同年４⽉は直近 5 年間の平均価格よりも 23％
低下しました。その後、家庭⽤需要の増加のほか、産地の作付減や輸⼊の減少による⼊荷
量の減少、イベントの再開等により、同年 6 ⽉以降は回復基調で推移しましたが、令和
3(2021)年 1 ⽉の緊急事態宣⾔以降は、イベントの再⾃粛等により価格は再度低下してい
ます(図図表表  特特--2244)。 

 

 
 
 

図表 特-24 切り花の卸売価格 

資料：東京都中央卸売市場「市場統計情報(⽉報)」を基に農林⽔産省作成 
注：2015ー2019 年平均は、各年該当⽉の単純平均値 
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図表 特-23 ⽣乳の⽤途別仕向量の推移 

資料：農林⽔産省「⽜乳乳製品統計」、独⽴⾏政法⼈農畜産業振興機構「販売⽣乳数量等(速報)」を基に農林⽔産省作成 
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令和２(2020)年 5 ⽉に⼀般社団法⼈花の
国⽇本協議会が⾏った調査によると、⾃宅
で過ごす時間が⻑くなったことから、以前
に⽐べ、花や観葉植物を飾りたいと思う回
答者の割合が 9 割と⾼くなっています (図図
表表  特特--2255)。 

このような消費者のニーズにより、花の
定額購⼊サービスが拡⼤しています。 

株式会社ネクストワールドでは、毎⽉定
額で、花が枯れた花瓶を持って⽣花店に来
店すると、毎⽇であっても新たな花を受け
取ることができる「魔法の花瓶」というサ
ービスを企画開発し、全国の⽣花店へ提供
しています。このサービスに参加している
千葉県柏市のフラワーショップ花武

はなたけ
によ

ると、令和 2(2020)年 4 ⽉の緊急事態宣⾔
を機に利⽤者が増え、令和 3(2021)年 3 ⽉
時点では約 130 ⼈が利⽤しています。また、
在宅時間が増えたことによる家庭⽤の需要
を取り込み、来店者数は増加しました。 

 

 
 
 

((ココララムム))  花花のの観観賞賞ででスストトレレスス緩緩和和  
花の観賞による癒やしの効果について、令和 2(2020)年、

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構(以下「農
研機構」という。)は、花の観賞が脳の活動に影響を与え、⼼
理的、⽣理的に⽣じたストレス反応を緩和させる効果がある
ことを明らかにしました。 

実験では、参加者に不快な画像(事故場⾯、ヘビ、⾍等)を
⾒せて⼼的なストレスを与えた後に花の画像を⾒せたとこ
ろ、不快な画像によって⽣じた恐怖や嫌悪感等のネガティブ
な感情が減少し、ポジティブな感情に転じました。 

また、上昇していた⾎圧が 3.4％低下し、その低下幅は花
以外の画像を⾒せた時よりも⼤きくなりました。さらに、ス
トレスによって上昇するホルモンの値も花の画像によって
21％低下することが確認できました。 

 新型コロナウイルス感染症の拡⼤を受けた外出⾃粛等により、ストレスを感じる機会が増える中、
花を⽣活に取り⼊れることで、⽇常に起こるストレス反応を上⼿く軽減できる可能性があります。ま
た、毎⽇のように変化し、より⼈の⽬を惹

ひ
く「⽣花」は「花の画像」よりもストレスの低減に⼀層効

果的であると考えられます。今後は、花の特徴によって⽣じる効果の違いについて、検証が進められ
る予定です。 

花花のの画画像像をを⾒⾒るる実実験験参参加加者者  
資料：農研機構 

図表 特-25 花やグリーンへの意識の変化 

資料：⼀般社団法⼈花の国⽇本協議会「Stay Home with FLOWERS おうち
フラワーで私を元気に！応募時アンケート調査結果」(令和 2(2020)
年 5 ⽉公表) 

注：1) 全国 10 代〜80 代の男⼥ 950 ⼈を対象としたインターネット調査
2) 新型コロナウイルス感染予防のため、⾃宅で過ごす時間が⻑くな

って以降、「花やグリーンを飾りたい」という⼼境になったかを問
う質問に対する回答  

 

以前に⽐べ、もの
すごく花やグリー
ンを飾りたくなっ

た
65%

以前に⽐べ、やや花
やグリーンを飾りた

くなった
25%

7%

その他
2%

以前に⽐べ、花やグ
リーンに対する気持
ちに特に変化はない

以前に⽐べ、気持ちの余
裕がなく、花やグリーン
に意識が向かない

1%
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((⽶⽶のの相相対対取取引引価価格格はは 66 ⽉⽉以以降降、、前前年年をを下下回回っってて推推移移))  
令和元(2019)年産の⽶の相対取引価格は、1〜5 ⽉は前年産と同⽔準の 1 万５,700〜1 万

５,800 円程度でしたが、6 ⽉以降は前年を下回っており、令和２(2020)年産においても前
年を下回って推移しています(図図表表  特特--2266)。 

また、⽶の販売数量は、⼩売事業者向けが令和 2(2020)年 2 ⽉以降、おおむね前年同⽉
を上回っていますが、中⾷1・外⾷向けを中⼼とした業務⽤が令和 2(2020)年 3 ⽉以降減少
し、全体として停滞しています(図図表表  特特--2277)。 

 

 
 

 
 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表特-27 ⽶穀販売事業者における販売数量の動向(前年同⽉⽐) 

資料：農林⽔産省「⽶穀の取引に関する報告」を基に作成  
注：1) 調査対象事業者は、年間⽞⽶仕⼊量 5 万ｔ以上の販売事業者である。 

2) 調査対象者が販売している精⽶の全体の数量の動向を指数化したものであり、個別の取引や産地銘柄ごとの動向を表すものでは
ない。 
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図表 特-26 ⽶の相対取引価格 

資料：農林⽔産省「⽶の相対取引価格・数量(速報)」を基に作成 
注：消費税を含む価格 
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((豚豚⾁⾁、、鶏鶏⾁⾁のの卸卸売売価価格格はは⾼⾼いい⽔⽔準準でで推推移移))  
令和 2(2020)年 5 ⽉以降、豚⾁、鶏⾁の卸売価格は量販店等での販売が好調なため、お

おむね近年の同⽉平均価格よりも⾼い⽔準で推移しています(図図表表  特特--2288、図図表表  特特--2299)。 
 

 

 

資料：農林⽔産省「⾷⿃市況情報(東京)」を基に作成 
注：1) 各⽉の卸売価格は、⽇別調査結果の単純平均値 

2) 2018-2019 年平均は、各年該当⽉の単純平均値 

(もも⾁) 

(むね⾁) 

図表 特-29 鶏⾁の卸売価格 
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図表 特-28 豚⾁の卸売価格 

資料：農林⽔産省「畜産物流通統計」を基に作成 
注：1) 東京及び⼤阪の卸売市場における「極上・上」規格の加重平均値 

2) 2015−2019 年の平均は、各年該当⽉の加重平均値 
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((キキャャベベツツのの卸卸売売価価格格はは⾼⾼いい⽔⽔準準でで推推移移))  
野菜の中では、キャベツの卸売価格が令和 2(2020)年 4〜９⽉にかけて直近 5 年間の同

⽉平均価格よりも⾼い⽔準で推移しました(図図表表  特特--3300)。野菜は天候によって作柄が変動
しやすく、保存性も乏しいため、供給量の変動に伴い価格が⼤幅に変動する傾向にありま
す。このため、卸売価格の変動が新型コロナウイルス感染症の影響によるものとは⼀概に
⾔えないものの、キャベツについては家庭で利⽤される数量が多いことが卸売価格の上昇
につながったと考えられます。 

 
 

((農農業業者者のの半半数数がが売売上上⾼⾼ににママイイナナススのの影影響響ががああるるとと回回答答))  
令和 2(2020)年 7 ⽉に公庫が実施した調査では、農業者の半数が売上⾼にマイナスの影

響があると回答し、令和 3(2021)年 1 ⽉の同様の調査では、その割合は 6 割強に上昇しま
した(図図表表  特特--3311)。具体的な理由としては、単価・相場の下落が最も多く、次いで既往販
路・出荷ルートの縮⼩・停⽌や直営所等の縮⼩・休業等となりました(図図表表  特特--3322)。 

 

図表 特-31 農業者の売上⾼への影響 

資料：株式会社⽇本政策⾦融公庫「農業景況調査」を基に農林⽔産省作成 
注：1) スーパーL 資⾦⼜は農業改良資⾦の融資先である農業者を対象としたアンケート調査で、令和 2(2020)年 7 ⽉調査における有効回答

数は 5,464、令和 3(2021)年 1 ⽉調査における有効回答数は 5,786 
2) 各選択肢は、例年の売上⾼と⽐較した場合を⽰しており、「甚⼤なマイナス影響」は例年の 5 割未満、「⾮常に⼤きなマイナス影響」

は例年の 5~7 割未満、「⼤きなマイナス影響」は例年の 7〜9 割未満、「マイナス影響」は例年の 9~10 割未満 
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図表 特-30 キャベツの卸売価格 

資料：農林⽔産省「⻘果物卸売市場調査」を基に作成 
注：主要卸売市場の⽇別調査結果の加重平均値 
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イイ  販販路路のの維維持持、、拡拡⼤⼤にに向向けけたた動動きき  
((オオンンラライインンででのの販販売売・・PPRR がが増増加加))  

新型コロナウイルス感染症の拡⼤を受け、⽣産者が、新たにオンラインを通じて消費者
に直接販売する動きが⾒られました。 

⻑野県塩尻市
し お じ り し

で葉物野菜等を⽣産する五味
ご み

あやさんは、地元の⼩学校と中学校の学校給
⾷⽤にほうれん草を卸しています。新型コロナウイルス感染症の影響で学校給⾷が停⽌し、
代わりの出荷先を⾒つける必要が⽣じたため、直接販売サービスを運営する Web サイト
にほうれん草を約 150kg 出品したところ、全て販売することができました。 

このように、Web サイトを通じて農産物の直接販売に取
り組む⽣産者は増加しており、農産物等の直接販売サービ
スを展開する「⾷べチョク」によると、令和 2(2020)年の
登録⽣産者は前年⽐で約 4 倍に増加し、若年層以外の⽣産
者による利⽤も増えています。 

来園者が減少した観光農園では、SNS1等のオンラインを
通じて消費者と交流することにより、販路を維持する動き
が⾒られました。 

⼭形県天童市
て ん ど う し

の「王将果樹園
おうしょうかじゅえん

」は、さくらんぼ等を栽培
し、毎年約２万⼈がさくらんぼ狩りに来園する観光農園を
経営しています。新型コロナウイルス感染症の拡⼤の影響
を受け、観光農園を休業せざるを得ない状況となったため、
ダイレクトメールや SNS を通じて状況を発信したところ、
主に若い世代からの購⼊申込みが⼤幅に増加し、その結果、
令和 2(2020)年のオンライン通販による売上げは、前年⽐
で２倍以上となりました。 

また、茨城県は、令和 2(2020)年 6 ⽉にオンラインを通じてメロンの収穫を疑似体験で
きる「オンラインメロン狩り」を開催しました。参加者は、画⾯上でメロンを選び、その
メロンを農家が収穫し、参加者に配送しました。県外からの参加者を含め、20 組が参加し、

 
1 Social Networking Service の略。登録された利⽤者同⼠が交流できるWeb サイトのサービス 

資料：株式会社⽇本政策⾦融公庫「農業景況調査」(令和 2(2020)年 9 ⽉公表)を基に農林⽔産省作成 
注：スーパーL 資⾦⼜は農業改良資⾦の融資先である農業者を対象としたアンケート調査で、有効回答数は 5,464 

図表 特-32 農業者への具体的なマイナスの影響(複数回答) 
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資料：株式会社ビビッドガーデン 

オオンンラライインン通通販販⽤⽤ののささくくららんんぼぼ  
資料：王将果樹園 
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参加者からは、「次は畑に⾏って触ってみたくなった。」などの感想が寄せられました。 

 
 

((販販路路変変更更にに向向けけ、、⽣⽣産産者者、、JJAA、、⾏⾏政政等等がが取取りり組組みみ))  
新型コロナウイルス感染症の拡⼤により業務⽤や観光⽤の需要が減少したため、⼩売の

スーパーや加⼯⽤に販路変更する動きが⾒られました。 
愛知県豊川市

と よ か わ し
の東三

とうさん
温室
おんしつ

園芸
えんげい

農業協同組合では、⼤葉やハーブ等を専⾨に⽣産し、主に
外⾷や旅館等の業務⽤として販売していました。外⾷や旅館等の需要が⼤幅に減少したた
め、新たに⼩売⽤としてスーパーマーケット向けに少量パックなど多様な容量の商品を展
開しました。 

こうした取組により、令和 2(2020)年 4〜6 ⽉の少量パック等の出荷量は、対前年⽐で 5
割増加し、全体の出荷量は 2 割増加となりました。同年 7 ⽉以降も同程度の出荷量を維持
することができました。 

 
 
また、⼤阪府和泉市

い ず み し
の「いずみ⼩川

こ が わ
いちご農園」では、いちご狩りの休業が余儀なくさ

れましたが、⼤阪府が府の Web サイトを通じ、府⺠や事業者に同農園のいちごの購⼊を
呼びかけたところ、⼤阪市に本社を置く⼤⼿⾷品メーカーが約 800kg 引き取り、お菓⼦と
して発売することとなりました。同社への販売により、同農園の売上げが⼤きく落ち込む
ことはありませんでした。 

 
収収穫穫ししたたいいちちごご  

資料：いずみ⼩川いちご農園 
菓菓⼦⼦メメーーカカーーとと共共同同開開発発ししたた商商品品  

資料：いずみ⼩川いちご農園 

⼤⼤葉葉のの収収穫穫作作業業  
資料：東三温室園芸農業協同組合⼤葉部会 

少少量量パパッッククななどど多多様様なな商商品品  
資料：東三温室園芸農業協同組合⼤葉部会 

  

参参加加者者がが選選んんだだメメロロンン  
資料：茨城県 

参参加加者者のの様様⼦⼦  
資料：茨城県 
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((外外⾷⾷向向けけジジビビエエをを消消費費者者向向けけにに販販売売))  
新型コロナウイルス感染症の拡⼤を受け、これまで主に外⾷事業者向けに販売されてい

たジビエをオンラインを通じて、消費者に販売する動きが⾒られました。 
⼤分県宇佐市

う さ し
にある有限会社サンセイの宇佐

う さ
ジビエファクトリーは、シカ⾁やイノシシ

⾁等のジビエの処理加⼯施設を持つ、⼤分県ジビエ利⽤モデル地区のコンソーシアム1構成
員の⼀つです。飲⾷店やホテル等で予定されていたジビエの催し物が相次ぎキャンセルさ
れたため、令和 2(2020)年 8 ⽉中旬から国産農林⽔産物等販売促進緊急対策事業(品⽬横断
的販売促進緊急対策事業)による送料⽀援を活⽤し、オンラインで消費者向けにジビエソー
セージの販売を送料無料で開始したところ、それ以前は⽉当たり 20 万円以下だった売上
げが、ほかのジビエ加⼯品も含め、同年 12 ⽉には 133 万円と⼤幅に増加しました(図図表表  特特
--3333)。 

 

 
 

((家家庭庭消消費費向向けけ品品⽬⽬のの輸輸出出額額がが増増加加))  
新型コロナウイルス感染症の拡⼤に伴い、令和２(2020)年の農林⽔産物・⾷品の輸出額

は、６⽉までは前年同⽉⽐で減少傾向で推移しましたが、７⽉以降は増加し、年間の合計
額は 9, 217 億円で、前年⽐で 1.1％(96 億円)の増加となりました(図図表表  特特--3344)。 

また、品⽬別に⾒ると、世界各国において家庭内での消費が堅調なことから、⼩売向け
の品⽬である鶏卵、ぶどう等の輸出が増加しました。 
 

 
1 ジビエの利活⽤促進を図るため、県内関係市町村、処理加⼯施設、農業団体、流通、⼩売、システム開発等が連携して⽴ち上げた

共同事業体のこと 

資料：有限会社サンセイ 宇佐ジビエファクトリー資料を基に農林⽔産省作成 
注：令和 2(2020)年の数値 

 

図表 特-33 オンラインにおける売上額 

ジジビビエエののオオンンラライインンシショョッッププ販販売売商商品品  
資料：有限会社サンセイ 宇佐ジビエファクトリー 
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ウウ  ⼊⼊国国制制限限にによよるる影影響響  
((⼊⼊国国制制限限にによよりり来来⽇⽇をを予予定定ししてていいたた外外国国⼈⼈材材がが減減少少))   

新型コロナウイルス感染症の拡⼤に伴う外国からの渡航者に対する⼊国制限措置により、
令和２(2020)年 4 ⽉から来⽇を予定していた外国⼈技能実習⽣等の外国⼈材の⼊国が困難
となり、⼊国者数は⼤幅に減少しました(図図表表  特特--3355)。 

 

 
 
令和２(2020)年 10 ⽉末時点の農業分野における外国⼈の労働者数は、3 万 8,064 ⼈とな

っており、前年 10 ⽉時点と⽐べ約 2,600 ⼈増加しているものの、その増加率は 7.2％で、
前年の 14.3%に⽐べ低下しています(図図表表  特特--3366)。このため、⼈⼿不⾜による農業分野へ
の影響が懸念されましたが、他産業からの代替⼈材を含めた⼈材確保や⽇本にいる外国⼈
に対する在留資格上の特例措置も踏まえ、対応が進められました。 

図表 特-35 外国⼈技能実習⽣の⼊国者数(全分野合計) 

資料：出⼊国在留管理庁「出⼊国管理統計統計表(⽉報)」を基に農林⽔産省作成 
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図表 特-34 ⽉別の農林⽔産物・⾷品の輸出額 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成 
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エエ  労労働働⼒⼒確確保保にに向向けけたた動動きき  
((他他産産業業ととのの連連携携にによよりり労労働働⼒⼒をを確確保保))  

新型コロナウイルス感染症の影響により、営業⾃粛や客数減少等による事業活動の縮⼩
を余儀なくされた宿泊業・飲⾷業等においては、多数の休業者・失業者が発⽣しましたが、
このような中、農業経営体1がこれらの産業からの労働者を雇⽤する動きが⾒られました。 

⻑野県の佐久浅間
さ く あ さ ま

農業協同組合では、地元の軽井沢
か る い ざ わ

旅館組合と協⼒し農繁期を迎えるレ
タス農家等の農業経営体と訪⽇外国⼈旅⾏者の減少や外出⾃粛の影響で従業員の雇⽤継続
が困難であった宿泊施設の従業員等のマッチング⽀援を令和２(2020)年４⽉に開始しま
した。この取組によって、同年 11 ⽉までに７⼈の⼈材が農業現場で雇⽤されました。 

⻘森県弘前市
ひ ろ さ き し

では、休業を余儀なくされた旅館業や、飲⾷業、製造業等の休職者等と、
農繁期を迎えるりんご農家等の農業経営体を、農協等と連携しマッチングを図り、雇⽤し
た農業経営体に対して、１⽇当たりの賃⾦の半額(上限 3,000 円)を助成する「休職者等農
業マッチング緊急⽀援事業」を令和 2(2020)年 4 ⽉に開始しました。 

同事業の実施により、調理師がりんご等の⾷材の⽣産に携わることができたほか、⼀時
的な雇⽤から継続雇⽤へと進展した事例が⾒られるなど、副次的な効果も⽣じています。
令和 3(2021)年２⽉末時点での⽀援件数は 166 件、就労者数は 721 ⼈となっています(図図
表表  特特--3377)。 

 

 
1 ⽤語の解説1、2(1)を参照 

図表 特-36 農業分野における外国⼈の労働者数 

資料：厚⽣労働省「外国⼈雇⽤状況」の届出を基に農林⽔産省作成 
注：1) 各年 10 ⽉末時点  

2) 専⾨的・技術的分野の令和元(2019)年以降の数値には、「特定技能在留外国⼈」の⼈数も含まれる。 
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また、JA 全農は旅⾏会社の株式会社 JTB と連携し、観光業で働く⼈に農業の現場で働

いてもらうための「農業労働⼒⽀援事業」に取り組み始めました。JA グループが農家の労
働⼒需要を取りまとめ、株式会社 JTB がホテルや旅館、バス会社から⼈材を募り、アルバ
イト雇⽤した上で、労働⼒を提供する取組です。 

令和 2(2020)年 12 ⽉から愛媛県内でモデルケースとして開始し、6 軒のみかん農家に 36
⼈の労働⼒を提供し、収穫作業等の作業を⾏いました。 

JA 全農は、今後、同様の事業を全国に広げていくことを⽬指しており、株式会社 JTB
のようなパートナー企業の発掘に取り組むとともに、県単位の JA グループで事業スキー
ムを周知していくこととしています。 

 
 

((農農福福連連携携にによよるる障障害害者者のの賃賃⾦⾦やや就就労労意意欲欲のの更更ななるる向向上上とと農農業業労労働働⼒⼒のの確確保保))  
新型コロナウイルス感染症の拡⼤により影響を受けた宿泊業や飲⾷業等に従事していた

障害者が、農作業等に従事することで、賃⾦や就労意欲の更なる向上につながる取組も⾒
られます。 

北海道七飯町
ななえちょう

の JA 新はこだて七飯
な な え

基幹⽀店は、パート職員の⾼齢化により、従来から
繁忙期における作業員の確保が課題となっていました。⼀⽅で、障害者の就労継続⽀援を

農農家家ででのの収収穫穫作作業業  
資料：株式会社 JTB ⻁ノ⾨第⼀事業部 

図表 特-37 休職者等農業マッチング緊急⽀援事業における⽀援件数と就労者数(累計値) 
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資料：⻘森県弘前市の資料を基に農林⽔産省作成 
注：1) 各⽉末時点における事業開始以降の累計値 

2) 申請の受理は 5 ⽉から開始しているため、4 ⽉の実績は無い 
3) 副業は本業に籍を置きながら農作業に従事した者、無職は解雇された等により求職中の者、学⽣は⼤学⽣・専⾨学校⽣、その他

は⾃営業、⼯芸品職⼈、⼤道芸⼈等 

(就労者数) 
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⾏う函館恵
けい

愛
あい

会では、新型コロナウイルス感染症の拡⼤により運営するホテルの売上げが
減少し、ホテル内で客室清掃等に従事していた障害者の賃⾦確保が困難となりました。 

そのため、函館恵愛会と JA 新はこだて七飯基幹⽀店が連携し、令和 2(2020)年 5 ⽉から、
9⼈の障害者が同JAの花き共選場で、カーネーションの選別作業を⾏うこととなりました。
花き共選場では、JA 職員の⽀援の下、障害者が作業に取り組み、ホテル内での清掃等に従
事していた障害者の賃⾦は、令和 2(2020)年には⽉平均で前年の約 2 倍に増加しました。
職を失っていた障害者が、農業という新たな分野に挑戦することで、安定して職を確保で
きるようになったことは、就労意欲の更なる向上にもつながっています。 

 
 
 

((ススママーートト農農業業でで⼈⼈⼿⼿不不⾜⾜にに対対応応))  
⼈⼿不⾜をスマート農業機械の導⼊によりカバーする

とともに、作業効率を向上させる動きも⾒られます。 
静岡県静岡市

し ず お か し
の株式会社鈴⽣

すずなり
は、100ha を超える農地で

枝⾖やレタス等を⽣産し、販売しています。令和 2(2020)
年は、ブロッコリーの⽣産を本格的に開始するため、タイ
等から技能実習⽣ 11 ⼈の受⼊れを予定していましたが、
⼊国が困難となったことを契機として、同年 8 ⽉に⾃動操
舵トラクターや全⾃動移植機、⾃動収穫機等のスマート農
業機械を導⼊しました。 

導⼊した⾃動操舵トラクターにより耕起や畝⽴てに要す
る作業時間が 72％削減されたほか、全⾃動移植機により、それまで５〜8 ⼈必要だった定
植作業を 3 ⼈で⾏うことが可能になるなど、スマート農業機械の導⼊により、作業効率を
向上させることができました。今後は、これを機に更なる機械化を進めるとともに、施肥
の管理や品種改良等も積極的に⾏い、更なる収益の拡⼤を⽬指す予定です。  

 
 

((33))地地⽅⽅へへのの関関⼼⼼やや働働きき⽅⽅、、交交流流にに関関すするる新新たたなな動動きき  
アア  地地⽅⽅へへのの関関⼼⼼のの⾼⾼ままりり  
((ワワーーケケーーシショョンンへへのの関関⼼⼼がが増増加加))  

新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により、テレワークなど場所を問わない働き⽅が
進⾏するにつれ、地⽅への関⼼が増加し、温泉地・リゾート地等で余暇を楽しみつつ仕事
を⾏う「ワーケーション」への注⽬が⾼まっています。 

農農福福連連携携にによよるるカカーーネネーーシショョンンのの共共選選作作業業  
 

ココロロナナ対対策策がが施施さされれたた作作業業台台  
 

ススママーートト農農業業機機械械のの導導⼊⼊  
((ブブロロッッココリリーーのの⾃⾃動動収収穫穫機機))  

資料：株式会社鈴⽣ 
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「働き⽅改⾰」の促進の⼀環としてワーケーションの全国的な普及を促進するため、令
和元(2019)年 11 ⽉、全国の地⽅公共団体による「ワーケーション⾃治体協議会」が設⽴
されました。協議会の参加⾃治体は、設⽴当初は 65 ⾃治体でしたが、ワーケーションへ
の関⼼の⾼まりを受け、令和 3(2021)年 3 ⽉末時点で 22 道県・156 市町村(178 ⾃治体)と
なり、農村地域からの参加も増えています。ワーケーション⾃治体協議会では、SNS によ
る情報発信やオンラインセミナーの開催等の参加団体相互の情報交換を⾏っているほか、
令和 2(2020)年 10 ⽉には、⼀般社団法⼈⽇本経済団体連合会、公益社団法⼈⽇本観光振興
協会と 3 者で覚書を締結しており、新型コロナウイルス感染症の拡⼤の状況を踏まえつつ、
企業の担当者を対象にしたモニターツアーの開催やワーケーションを普及する上での課題
の抽出等に取り組む予定です。 

 
((農農泊泊地地域域ににおおけけるるワワーーケケーーシショョンンへへののニニーーズズがが増増加加))  

農⼭漁村の豊かな地域資源の魅⼒を宿泊・⾷事・体験を通して楽しんでもらう「農泊」
に取り組んでいる地域で、ワーケーションをしたいという都市部からのニーズが⾼まって
います。農林⽔産省が令和 2(2020)年 6 ⽉に⾏った調査によると、全国の農泊地域におい
て、新型コロナウイルス感染症の発⽣以降、⼀棟貸しやテレワーク等のワーケーションに
関連した問い合わせが計 210 件ありました(図図表表  特特--3388)。 

また、ワーケーションをターゲットとしたいと考えている農泊地域も 287 地域あり、今
後、利⽤者のニーズを踏まえた宿泊施設の整備や⾷事・体験メニューの充実により、ワー
ケーション対応可能な農泊地域の拡⼤が期待されています。 

 

 

図表 特-38 農泊地域におけるワーケーションニーズの調査 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 令和元(2019)年までに農泊地域として採択された 515 地域を対象に⾏ったアンケート調査(有効回答数 484 地区) 

2) 新型コロナウイルス感染症の発⽣以降の問い合わせ等の内容に関する質問と、今後⾒据えていくべきと考えるターゲットに関す
る質問への回答結果(選択式) 

(新型コロナウイルス感染症の発⽣以降の問い合わせ内容) (農泊地域が⾒据える今後のターゲット) 
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((ココララムム))  テテレレワワーークク実実施施状状況況とと就就業業観観のの変変化化  

新型コロナウイルス感染症の拡⼤に伴い、多
くの企業で新たにテレワークを導⼊していま
す。 

テレワークの実施状況は、全国では 2 割程度
ですが、東京 23 区では 4 割以上で推移してい
ます。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡⼤は、
就業者の職業観にも影響を与えています。令和
2(2020)年 12 ⽉に内閣府が⾏った調査による
と、感染症拡⼤前と⽐較し、就業者の 2 割が「ま
だ具体的ではないが将来の仕事や収⼊について
考えるようになった」と回答しています。 

変化した理由については、「感染症を契機に、
仕事と⽣活のどちらを重視したいかという意識
が変化したから」との回答が４割程度あるほか、
1 割強の就業者が「感染症を契機に、⼈⼝過密
な地域を離れたいと考えたから」と回答してお
り、地⽅への関⼼がうかがわれます。 

 

((就就業業者者のの職職業業のの選選択択・・副副業業等等のの希希望望のの変変化化のの理理由由((複複数数回回答答))))  

資料：内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における⽣活意識・⾏動の変化に関する調査」(令和 2(2020)年 12 ⽉公表)を基に農林
⽔産省作成 

注：1) 第 1 回は令和 2(2020)年 5〜6 ⽉、第 2 回は令和 2(2020)年 12 ⽉に国内居住者を対象として実施したインターネットによるアン
ケート調査(有効回答数は 1 万 128)。本設問は、就業者のうち、職業の選択、副業等の希望が変化したと回答した者が対象 

    2) 第 1 回では感染症拡⼤前からの変化について、第 2 回では令和元(2019)年 12 ⽉からの変化を調査 
 

((テテレレワワーークク実実施施状状況況))  

資料：内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における⽣活
意識・⾏動の変化に関する調査」(令和 2(2020)年 12 ⽉公
表)を基に農林⽔産省作成 

注：1) 令和 2(2020)年 12 ⽉に国内居住者を対象として実施し
たインターネットによるアンケート調査(有効回答数は
10,128) 

2) 地⽅圏は、三⼤都市圏(東京都、埼⽟県、千葉県、神奈
川県、愛知県、三重県、岐⾩県、⼤阪府、京都府、兵庫
県、奈良県)以外の 36 道県 

 

0

10

20

30

40

50

令和元(2019)年
12⽉

令和2(2020)
5⽉ 12⽉

%

地⽅圏

全国

東京都23区

16.4

32.9

18.6

15.8

14.6

34.1

25.7

30.1

41.5

37.5

11.4

26.2

15.6

20.2

20.9

23.9

31.0

35.6

43.7

49.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

わからない

特にない

感染症の影響下において仕事が多忙を極め

たから

その他、感染症に関係する理由

感染症を契機に、人口過密な地域を離れた

いと考えたから

感染症と関係無い理由

感染症を契機に、新たなチャレンジをして

みたいと考えたから

感染症の影響下において仕事のやりがいを

感じづらくなったから

感染症の影響下において収入が減少したから

感染症を契機に、「仕事と生活のどちらを

重視したいか」という意識が変化したから
第1回

第2回

％

45

特 

集



 

イイ  移移住住にに関関すするる動動きき  
((東東京京都都のの転転出出超超過過傾傾向向がが継継続続))  

令和 2(2020)年度の東京都の転⼊・転出の状況を⾒ると、5 ⽉に転出者数が転⼊者数を
1,069 ⼈上回り、外国⼈を含む移動者数の集計を開始した平成 25(2013)年 7 ⽉以降初めて
の転出超過となりました(図図表表  特特--3399)。その後、6 ⽉は⼀時的に転⼊超過となりましたが、
7 ⽉以降は再び転出超過が続き、令和 3(2021)年 2 ⽉は 1,838 ⼈の転出超過となりました。 

また、東京都の転出者数は令和 2(2020)年 8 ⽉以降、前年を上回って推移し、令和 3(2021)
年 2 ⽉は約 3 万⼈となっています(図図表表  特特--4400)。 

このことは、東京都の転出超過が新型コロナウイルス感染症の拡⼤による⼀時的なもの
ではなく、今後も継続する可能性を⽰していると考えられます。 

 

 
 

 

図表 特-40 東京都の転出者数の⽐較 

資料：総務省「住⺠基本台帳⼈⼝移動報告」を基に農林⽔産省作成 
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図表 特-39  東京都の転⼊・転出の状況 

資料：総務省「住⺠基本台帳⼈⼝移動報告」を基に農林⽔産省作成 

-1,069 -2,522 -4,514 -3,638 -2,715 -4,033 -4,648-1,490 -1,838
-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉

3(2021)

令和元(2019)

⼈
転転
⼊⼊
超超
過過
数数((

−−
はは
転転
出出
超超
過過
数数))

2(2020)

平成30(2018)年

46

新型コロナウイルス感染症による影響と対応特集



 

 
 

((都都市市住住⺠⺠のの地地⽅⽅へへのの移移住住意意向向がが増増加加))  
令和 2(2020)年 5〜6 ⽉に内閣府が⾏った調査によると、新型コロナウイルス感染症の影

響により、三⼤都市圏に住む⼈のうち、15.0％が地⽅への移住について「関⼼が⾼くなっ
た」、「関⼼がやや⾼くなった」と回答しています。特に、20 歳代では 22.1％が地⽅移住へ
の関⼼が⾼まったと回答しています(図図表表  特特--4411)。 

このことから、新型コロナウイルス感染症の拡⼤に伴い、テレワークの実施率が⾼まっ
ていること等を背景に、特に若い世代で⼈⼝過密な地域を離れて仕事をしたいという意向
が⾼まっていると考えられます。 

 

図表 特-41 新型コロナウイルス感染症の影響下における地⽅移住への関⼼の変化 

資料：内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における⽣活意識・⾏動の変化に関する調査」(令和 2(2020)年 6 ⽉公表) 
注：1) 令和 2(2020)年 5〜6 ⽉に、三⼤都市圏の住⺠を対象として実施したインターネットによるアンケート調査(有効回答数は 1 万 128

⼈) 
2) 新型コロナウイルス感染症の流⾏による地⽅移住への関⼼の変化についての質問への回答結果 
3) 三⼤都市圏は東京圏(埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県)、名古屋圏(岐⾩県、愛知県、三重県)、⼤阪圏(京都府、⼤阪府、兵庫県、

奈良県) 
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髙⼭
たかやま

和洋
かずひろ

さんと真
ま

純
すみ

さんは、令和 2(2020)年 9 ⽉に⼦供 2 ⼈とと
もに⼀家で埼⽟県から京都府綾部市

あ や べ し
に移住しました。かねてより地

⽅での⽣活に憧れを抱いていましたが、⾸都圏で新型コロナウイル
ス感染症が拡⼤したことで移住を決意しました。 

移住する前は 20a の農地でからし菜を⽣産し、それを加⼯した和
からしを販売するほか、飲⾷店を経営していました。 

移住に際し、住宅は市の空き家バンク制度等を活⽤して確保しま
した。農地は知⼈から借り、からし菜の⽣産を再開しています。 

移住前から、オンラインを中⼼に販売していたため、移住後も販
路を変更することなく販売を継続しています。また、同年 11 ⽉に
は狩猟免許を取得し、地域の住⺠と協⼒しながらイノシシ等の狩猟
にも携わっています。髙⼭さんは、「移住することで新しい⼈たち
との出逢いと今まで経験したことのない形での農業、⼦供たちに⽣
きるための術を伝えられる環境に出会うことができた。将来的には
多品⽬栽培や農家⺠宿等も⾏っていきたい。」と話しています。 

髙髙⼭⼭ささんん⼀⼀家家  

((事事例例))  ココロロナナををききっっかかけけととししてて地地⽅⽅にに移移住住((京京都都府府))  
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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、主に東京圏の居住者で、地⽅暮らしや UIJ ターンを希望する⼈のための移住相
談を⾏っています。平成 22(2010)年から令和元(2019)年までの 10 年間で、ふるさと回帰
⽀援センターへの相談件数(来訪者数及び問い合わせ数)は約 8 倍に増加しましたが、令和
2(2020)年は、新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響でセミナーの開催数が 36.0%減少し
たことから、相談件数は前年度に⽐べ 22.4%減少しました(図図表表  特特--4422)。 

そのような中で、令和 2(2020)年 6 ⽉以降は電話とメールによる問い合わせ数が 1 か⽉
当たり平均で約 1,800 件となり、前年⽐で 37.6%増加しています(図図表表  特特--4433)。 

その内訳を⾒ると、静岡県や⼭梨県、⻑野県など東京に毎⽇通勤することは困難な県へ
の移住相談が多いことから、テレワークの実施に伴い、都市住⺠における「郊外」の概念
が拡張している可能性があると考えられます。 

 

 
図表 特-43 ふるさと回帰⽀援センターへの来訪者・問い合わせ数 

資料：ふるさと回帰⽀援センター資料を基に農林⽔産省作成 
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資料：ふるさと回帰⽀援センター資料を基に農林⽔産省作成 

図表 特-42 ふるさと回帰⽀援センターへの来訪者・問い合わせ数 
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ウウ  農農業業・・農農村村へへのの関関⼼⼼のの⾼⾼ままりりやや半半農農半半 XX のの動動きき  
((都都市市住住⺠⺠のの農農業業へへのの関関⼼⼼がが増増加加))    

平成 12(2000)年から農林⽔産省は、就農希望者と産地・農業法⼈等とのマッチングを促
すため就農希望者向け就農相談会(「新・農業⼈フェア」)の開催を⽀援しています。令和
2(2020)年度は、地⽅公共団体や農業⼤学校、農業法⼈等による総合的な相談会「農業
EXPO」と農業法⼈等への就職に特化した「農業就職・転職 LIVE」の 2 つのイベントが交
互に開催されました。イベントへの来場者数は、9 ⽉から 2 ⽉にかけては前年同時期⽐で
増加しており、都市住⺠の農業への関⼼が⾼まっていることがうかがえます(図図表表  特特--4444)。 

 

図表 特-44 新・農業⼈フェア来場者数 

資料：農林⽔産省作成 
 注：1) 令和 2(2020)年度の来場者数 

2) 前年⽐は東京都及び⼤阪府において⾏われたイベントの来場者数について、令和元(2019)年度を 100 としたときの数値 

(単位：⼈、％)

７⽉期
農業EXPO

８⽉期
農業就職・
転職LIVE

９⽉期
農業EXPO

10⽉期
農業就職・
転職LIVE

11⽉期
農業EXPO

12⽉期
農業就職・
転職LIVE

１⽉期
農業EXPO

２⽉期
農業就職・
転職LIVE

来場者数 740 210 1,209 311 560 219 856 305

前年⽐ 97.6 92.5 199.2 136.4 177.8 165.9 101.7 131.5

新型コロナウイルス感染症の拡⼤に伴い、Web 会議システム等
のオンラインを活⽤した地⽅と都市との交流や移住相談会が⾏わ
れています。 

⻑野県伊那市
い な し

では、令和 2(2020)年 8 ⽉に、保育園や⼩学校の
⾒学等を予定していた移住希望者等に向けて、オンラインで伊那
市内を巡るツアーを開催しました。第１回⽬のツアーでは、市役
所の職員と⼩学⽣等が、総合学習に⼒を⼊れている⼩学校や、県
外からの移住者を訪問し、その様⼦を Web 会議システムを通じて
ライブ中継しました。 

この取組には 300 ⼈以上の移住希望者が集まり、オンライン上
でも活発な質疑応答が⾏われるなど好評だったことから、以降も
定期開催し、令和 2(2020)年度末時点で、計 4 回のオンライン体
験ツアーを⾏い、これまでに６世帯が移住しました。 

また、群⾺県では以前から県庁の窓⼝や都内で開催する移住相
談イベント等を通じて、県内への移住希望者の相談に対応してき
ました。令和 2(2020)年度はオンラインを通じた移住相談会を 19
回開催しましたが、移住相談者が移住を検討する理由として、以
前は⽥舎暮らしに憧れた事例が多かったものの、新型コロナウイ
ルス感染症拡⼤後では、「安全・安⼼」を求めて、移住を検討する
者が多くなっています。 

県が把握している限りでは、令和 2(2020)年度末時点で、44 組
85 ⼈が勤務先への通勤が可能な市部を中⼼に移住しています。 オオンンラライインン移移住住相相談談会会のの様様⼦⼦  

資料：群⾺県 

((事事例例))  オオンンラライインンででのの交交流流、、移移住住相相談談会会をを実実施施((⻑⻑野野県県、、群群⾺⾺県県))  

保保育育園園等等をを紹紹介介すするる  
オオンンラライインン体体験験ツツアアーー  

資料：伊那市 
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茨城県⽔⼾市
み と し

にある⽇本農業実践学園
にほんのうぎょうじっせんがくえん

1は、就農希望者に
対して必要な研修を⾏う専⾨学校です。社会⼈等の就農希
望者を受け⼊れるコースの⼊学者は、前年は０⼈でしたが、
令和 2(2020)年には 18 ⼈が⼊学しました。この中には、新
型コロナウイルス感染症をきっかけに農業への転職を決意
し、東京都や神奈川県から⼊学した社会⼈が多く含まれて
います。 
 

 
((別別のの仕仕事事ををししななががらら農農業業ををすするる｢｢半半農農半半 XX｣｣のの拡拡⼤⼤にに向向けけたた取取組組をを強強化化))  

⽣産現場では、農業と宿泊業や、農業と酒造りなど、農業を営みながら他の仕事にも携
わる働き⽅である「半農半 X」の拡⼤に向けた取組が⼀部⾃治体で⾏われています。 

島根県は、平成 22(2010)年度から半農半 X に取り組む県外からの移住者を⽀援してい
ます。県の「半農半 X ⽀援事業」では、農産物の年間販売⾦額 50 万円以上を⽬指すこと
等の条件を満たす県外からの U ターン・I ターン者を「半農半 X 実践者」として認定して、
就農前の研修費⽤や営農に必要な経費等の⽀援を⾏っています。半農半Ｘの類型としては、
「半農半農雇⽤(農業法⼈等での雇⽤)」、「半農半蔵⼈(酒造会社勤務)」、「半農半除雪(⾼速
道路除雪等)」、「半農半サービス(道の駅勤務、新聞配達等)」、「半農半⾃営業(庭師、左官、
写真家)」、「半農半漁(河川漁業)」といったパタ−ンがあり、令和 2(2020)年度の認定⼈数
は、前年度⽐で 11 ⼈増加し、85 ⼈となりました。 

また、⻑野県では、半農半 X 等の、暮らしに「農」を取り⼊れた「農ある暮らし」を推
進しており、県内に相談センターを設けているほか、毎年、「農ある暮らし⼊⾨研修」とし
て研修を開催しています。令和 2(2020)年度も、緊急事態宣⾔の影響で規模を縮⼩したも
のの、これらの取組を続けており、実践者の活動を紹介したブログを開設したほか、研修
の申込みもほぼ満席となりました。また、相談センターには半農半 X を⾏っている移住者
が勤めているほか、過去の研修の参加者には、半農半 X として農業と油絵作家の活動を両
⽴している者もおり、⻑野県はこのような実践者の声を活かしながら、引き続き⽀援を続
けていく予定です。 

 
1 正式名称は、公益社団法⼈⽇本国⺠⾼等学校協会専修学校⽇本農業実践学園 

農農業業研研修修をを受受けけるる就就農農希希望望者者  
資料：⽇本農業実践学園 
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((市市⺠⺠農農園園やや家家庭庭菜菜園園へへのの関関⼼⼼がが増増加加))  
令和 2(2020)年９〜10 ⽉に東京都が⾏った調査によると、新型コロナウイルス感染症の

拡⼤に伴い、都市において公園や緑地の重要性を感じるようになったと回答した⼈が 6 割
にのぼり、家庭菜園や市⺠農園で野菜を育てることに興味を持つようになったという⼈も
2 割を超えています(図図表表  特特--4455)。 

 

((半半農農半半蔵蔵⼈⼈  島島根根県県⾢⾢南南町町))  
島根県⾢南町

おおなんちょう
の沼⽥

ぬ ま た
⾼志
た か し

さんは、出⾝地の兵庫県の⺠間企業に勤務していましたが、東⽇本⼤震
災をきっかけに就農を決意し、平成 24(2012)年に島根県の半農半 X ⽀援事業を活⽤する形で営農を
開始しました。沼⽥さんは、夏期は 45a の農地で酒⽶と野菜を栽培し、冬季は地域の酒蔵に勤務する
「半農半蔵⼈」を⾏っています。 

酒蔵は雇⽤を⼈⼿が必要となる冬季のみとすることで⼈件費を抑えられているほか、酒蔵の勤務に
よって沼⽥さん⾃⾝も農閑期の収⼊を確保できています。沼⽥さんは「⾃分で育てた酒⽶で⽇本酒を
造ることもでき、2 つの仕事を両⽴するスタイルにやりがいを感じる」と話しています。 

半半農農半半 XX のの実実践践者者((農農業業とと酒酒蔵蔵ででのの勤勤務務))  
資資料料：：島島根根県県  

 

((事事例例))  半半農農半半 XX のの事事例例  

((半半農農半半⺠⺠宿宿  徳徳島島県県勝勝浦浦町町))  
徳島県勝浦町

かつうらちょう
の⽯川

いしかわ
翔

しょう
さんと美

み
緒

お
さんは、東京都の⺠間企

業に勤務していましたが、移住相談会で後継ぎのいないみかん
農家の事業継承の提案を受けたことから、平成 28(2016)年に
移住、40a の農地で営農を開始しました。就農直後から農業次
世代⼈材投資資⾦の交付を受けていましたが、交付期間の終了
後には、⾃宅を改修して⺠宿や古本屋の経営等を開始し、農業
以外で約 100 万円の収⼊を確保しています。⽯川さんは「今後
は、農業以外の収⼊を維持しつつ、経営を安定させるため農地
を拡⼤していきたい」と話しています。 

 

半半農農半半 XX のの実実践践者者((半半農農半半⺠⺠宿宿))  
資資料料：：みみかかんん農農家家のの宿宿ああおおととくくるる  

((徳徳島島県県))  
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実際に、市⺠農園の利⽤は増えており、⾸都圏と関⻄の

都市部で貸し農園を展開している株式会社アグリメディア
によると、運営する 98 の農園全体で、令和 2(2020)年 4
⽉の来園者数は同年 2 ⽉に⽐べて 8 割増加しました。 

また、家庭菜園についても、株式会社サカタのタネによ
れば、家庭菜園⽤のキットや種⼦、苗等の売上げが令和
2(2020)年 6 ⽉以降、前年⽐で 1 割程度増加しているなど、
これまで家庭菜園に取り組んでこなかった消費者の関⼼が
⾼まっていることがうかがえます。 

 
 

((44))農農林林⽔⽔産産業業・・⾷⾷品品産産業業関関係係ににおおけけるる対対応応  
農林⽔産省は、感染症の拡⼤の影響を受け、国⺠への⾷料の安定供給を確保する観点か

ら、緊急経済対策等において、各般の措置を実施しました。 
 

アア  緊緊急急経経済済対対策策等等のの実実施施  
((アア))農農林林漁漁業業者者等等のの経経営営継継続続⽀⽀援援  
((畜畜産産農農家家のの経経営営改改善善等等をを⽀⽀援援))  

枝⾁価格の低下による畜産農家の経営悪化への懸念に対応するため、畜産農家等が⾏う
経営の体質強化に資する取組や、コスト低減等の取組を⽀援し、畜産物の⽣産継続や安定
的な供給を図りました。 

また、脱脂粉乳やバターの在庫の増加により⽣乳の需給調整が困難となる懸念に対応す
るため、在庫が⾼⽔準にある脱脂粉乳やバターを需要がある分野で活⽤する取組を⽀援し、

図表 特-45 新型コロナウイルス感染症の拡⼤に伴う⾃然環境に関する意識の変化(複数回答) 

資料：東京都「令和 2 年度インターネット都政モニターアンケート「⽣物多様性について」調査結果」(令和 2(2020)年 11 ⽉公表)を基に農
林⽔産省作成 

注：18 歳以上の都内在住者を対象として実施したインターネットによるアンケート調査(回答総数 484) 
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特に変化なし

その他

外出を⾃粛する中で、ペットを飼ったり野⽣動物を
⾒たりすることに癒しを求めるようになった

新型コロナウイルス感染症は海外由来であることから、
海外から持ち込まれる外来⽣物に関⼼を持つようになった

家庭菜園や市⺠農園で野菜を育てることに
興味を持つようになった

新型コロナウイルス感染症は⼈獣共通感染症であることから、
⼈間と⾃然環境との適切な距離感について考えるようになった

⾝近な屋外空間として公園や緑地の重要性
を感じるようになった

％

園園芸芸店店店店頭頭のの初初⼼⼼者者向向けけココーーナナーー  
資料：株式会社サカタのタネ 
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⽣乳の需給調整機能の維持を図りました。 
 

((⾼⾼収収益益作作物物のの次次期期作作にに前前向向ききにに取取りり組組むむ農農業業者者にに必必要要なな経経費費をを⽀⽀援援))  
需要の減少による花き、茶、野菜、果樹等の⾼収益作物の価格の低下等による影響に対

応するため、⾼収益作物の次期作に前向きに取り組む農業者に対し、種苗等の資材購⼊や
機械レンタル等を⽀援するとともに、新たな品種や栽培技術の導⼊の取組のための⽀援を
⾏いました。また、花きや茶等の⾼品質なものを厳選して出荷する取組のための⽀援を⾏
いました。 

 
((農農林林漁漁業業者者やや⾷⾷品品関関連連事事業業者者のの事事業業継継続続・・資資⾦⾦繰繰りりをを⽀⽀援援))  

経営に深刻な影響が⽣じた農林漁業者や⾷品関連事業者の資⾦繰り等への不安による事
業継続に向けた懸念に対応するため、農林漁業者が感染拡⼤防⽌対策を⾏いつつ、販路の
回復・開拓や事業を継続・転換するための機械・設備の導⼊、⼈⼿不⾜解消の取組に対し
て⽀援を⾏いました。 

また、農林漁業者の資⾦繰りに⽀障が⽣じないよう、農林漁業セーフティネット資⾦に
おいて、貸付限度額の引上げや要件緩和、償還期限の 5 年延⻑等を措置するとともに、同
資⾦を始めとする各種制度資⾦の融資について、貸付当初 5 年間の実質無利⼦化や無担保
化等を措置することにより、農林漁業者の更なる資⾦需要に対応しました(図図表表  特特--4466)。 

このほか、厳しい経営環境に置かれている外⾷事業者の経営安定に必要な運転資⾦の円
滑な融通や、⾷品流通事業者等が⾏う品質管理の⾼度化等の施設整備等の取組を⽀援する
とともに、経営に⼤きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を⽀えるため、1
か⽉の売上げが前年同⽉⽐ 50%以上減少している事業者を対象に事業全般に広く使える、
給付⾦等の⽀援を⾏いました。 

 

図表 特-46 農林漁業者への資⾦繰り⽀援策 

資料：農林⽔産省作成 

⽀援項⽬ ⽀援の内容・対象資⾦等
貸付限度額の
引上げ・償還期
限の延⻑

■貸付限度額：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
■償還期限：10年以内→15年以内
(対象資⾦)農林漁業セーフティネット資⾦

貸付利⼦の
実質無利⼦化

■資⾦繰りや施設整備のための資⾦について、貸付当初５年間実質無利⼦化※1

(対象資⾦)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、農林漁業施設資⾦、農業近代化資⾦、農
業経営負担軽減⽀援資⾦、林業者向け⺠間借換資⾦、漁業近代化資⾦※2、漁業経営改善⽀援資⾦、漁業経営維持安定資⾦
 ※1 林業者向け農林漁業セーフティネット資⾦及び農林漁業施設資⾦については、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

■資⾦繰り⽀援のための公庫資⾦について、実質無担保等による貸付け
(対象資⾦)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
 ※ ⺠間⾦融機関からの融資を受けやすくするための劣後ローンを含む。
■資⾦繰り⽀援のための⺠間資⾦について、農業信⽤基⾦協会等の実質無担保等による債務保証を措置
(対象資⾦)農業近代化資⾦、農業経営負担軽減⽀援資⾦、漁業近代化資⾦、漁業経営維持安定資⾦、その他⺠間資⾦に対す
る債務保証

保証料の免除
■⺠間資⾦の借⼊れについて、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
(対象資⾦)農業近代化資⾦、農業経営負担軽減⽀援資⾦、漁業近代化資⾦、漁業経営維持安定資⾦、その他⺠間資⾦

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

危機対応業務に
よる融資

■指定⾦融機関による⾷品製造事業者等への損害担保融資や低利融資(ツーステップローン)を措置
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((輸輸⼊⼊農農畜畜産産物物のの国国産産へへのの切切替替ええ、、国国産産農農畜畜産産物物のの継継続続的的・・安安定定的的なな供供給給ののたためめのの体体制制整整
備備をを⽀⽀援援))  

安定的な輸⼊への不安に伴う国産ニーズの増⼤や、外⾷から家庭⾷へのシフト等の新た
な需要が顕在化しました。これらに対応した体制を整備するため、産地や実需者等サプラ
イチェーンの各主体の連携による輸⼊農畜産物から国産への切替え、国産農畜産物の継続
的・安定的な供給を図るための野菜等のカット、冷凍、安定出荷等に必要な施設の整備・
改修等を⽀援しました。 

 
 

((イイ))農農林林漁漁業業者者等等のの販販売売促促進進とと国国産産農農林林⽔⽔産産物物のの消消費費拡拡⼤⼤⽀⽀援援  
((⽜⽜乳乳乳乳製製品品のの消消費費拡拡⼤⼤のの呼呼びびかかけけ((ププララススワワンンププロロジジェェククトト))))  

⼩中学校の休校に伴う学校給⾷向け⽜乳需要の消失や、商業施設の休業等による⽜乳や
乳製品の消費の減少に対応するため、消費者へ⽜乳やヨーグルトを普段より 1 本多く消費
することを推進する「プラスワンプロジェクト」を令和 2(2020)年 4 ⽉から開始し、協⼒
を呼びかける動画を YouTube に投稿しました。 

このプロジェクトにより、多くの協⼒を得た結果、プロジェクト開始から同年 6 ⽉まで
の間に、家庭での⽜乳類の消費が増加し、⾏き場のない⽣乳を発⽣させることなく、⽜の
ライフサイクル上、⽣乳を多く出す時期であり、全国の⽣乳⽣産が最も多くなる 5 ⽉から
6 ⽉の期間を乗り切ることができました。６⽉以降は、プラスワンプロジェクトセカンド
ステージとして、在庫が⾼⽔準となった脱脂粉乳を原料に使っている乳製品を中⼼に、ア
イスクリームは 1 ⽇ 1 個、ヨーグルトやチーズは普段より 1 個多く消費することを推進し
ました。 

 

 
 
((花花のの利利⽤⽤拡拡⼤⼤ののたためめのの⽀⽀援援やや取取組組((花花いいっっぱぱいいププロロジジェェククトト))))  

卒業式の中⽌やイベントの⾃粛等の影響等による花きの需要の減少に対応するため、公
共施設等における花きの利⽤を拡⼤する取組を⽀援するとともに、メディア・SNS 等を活
⽤した取組の横展開により、⽣け花等、⽇常⽣活での花きの定着を図りました。 

また、令和 2(2020)年 3 ⽉に「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呼びかけました。 

この取組の⼀環として、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について、農林⽔産省の公式 YouTube チャンネル「BUZZ

ば ず
 

MAFF
ま ふ

」と「花いっぱいプロジェクト」がコラボした動画の公開等を通じて、花きの消費

ププララススワワンンププロロジジェェククトトののポポススタターー  
 

ププララススワワンンププロロジジェェククトトのの⼈⼈気気
YYoouuTTuubbeerr ははるるああんんととののココララボボ動動画画  
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拡⼤に取り組みました。なお、令和 3(2021)年 1 ⽉には、取組をリニューアルし、新たに
「花いっぱいプロジェクト 2021」を開始しました。 

 

 
 

 

((国国産産農農林林⽔⽔産産物物等等((⽇⽇本本酒酒、、焼焼酎酎等等のの加加⼯⼯品品をを含含むむ。。))
のの販販売売促促進進、、販販路路のの多多様様化化のの取取組組をを⽀⽀援援))  

訪⽇外国⼈旅⾏者の⼤幅な減少、輸出の停滞や外⾷需
要の減少等によるインバウンド需要や外⾷需要への依存
が⼤きい品⽬の出荷量、売上げの減少や価格の下落等の
影響に対応するため、第１次補正予算において、特に影
響が顕著な⽜⾁、花き、果物、林⽔産物等について、学
校給⾷、こども⾷堂での⾷育活動のほか、飲⾷店がデリ
バリー等に取り組む際に使⽤する⾷材費や、インターネ
ット販売を⾏う際の送料等、農林漁業団体等が⾏う販売
促進の取組に対して幅広く⽀援しました。 

この対策全体を「#(ハッシュタグ)元気いただきますプロジェクト」とし、⼥優の広瀬
ひ ろ せ

す
ずさんを起⽤したテレビ CM や季節のイベントに合わせたキャンペーン等を実施し、国産
農林⽔産物等を⾷べて⽣産者を応援することを呼びかけました。 

また、第３次補正予算においては、対象品⽬の限定を
することなく、⽇本酒や焼酎等の加⼯品も含め、新型コ
ロナウイルス感染症拡⼤の影響を受けた国産農林⽔産物
等を対象とした上で、第１次補正予算と同等の⽀援を⾏
うこととしました。 

このほか、新たな販売先の開拓や新たな販売⽅法に取
り組む⾷⾁卸売事業者に対し、販売実績に応じて冷凍保
管経費等を⽀援するとともに、奨励⾦を交付することで、
和⽜⾁の円滑な流通を図りました。 

 
 

⼤⼤⾂⾂記記者者会会⾒⾒室室にに  
飾飾らられれたた花花々々 

 

農農林林⽔⽔産産省省正正⾯⾯⽞⽞関関前前  
にに飾飾らられれたた花花々々 

##元元気気いいたただだききまますすププロロジジェェククトト  
ののロロゴゴママーークク  

和和⽜⽜⾁⾁のの販販売売促促進進のの⽀⽀援援をを活活⽤⽤ししてて  
提提供供さされれたた学学校校給給⾷⾷  
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((農農林林⽔⽔産産物物・・⾷⾷品品のの輸輸出出のの維維持持・・促促進進のの取取組組をを⽀⽀援援))  
海外における外⾷需要の低迷や商談機会の

喪失等による、国産農林⽔産物・⾷品の輸出が
減少する等の影響に対応し、家庭⾷の輸出増加
や新規・有望市場でのシェア獲得等、輸出の維
持・促進を図るため、物流に対する⽀援や、⾷
品製造設備等の整備・導⼊への⽀援を⾏いまし
た。 

また、海外での⾒本市や商談会等の開催が延
期・中⽌となる中で、輸出に取り組む事業者と
海外バイヤーのマッチングを推進するため、
JETRO(独⽴⾏政法⼈⽇本貿易振興機構)によるオンライン商談会の実施やバーチャル⾒
本市への出展等を⽀援しました。 

さらには、戦略的輸出事業者と産地が連携して取り組む⽇本産コメ・コメ加⼯品の海外
需要開拓・プロモーションを⽀援しました。 

 
((フフーードドババンンククをを通通じじたた未未利利⽤⽤⾷⾷品品ののここどどもも⾷⾷堂堂等等へへ提提供供のの取取組組をを⽀⽀援援))  

⼩中学校の休校等により学校給⾷で活⽤する予定であった⾷品・⾷材等が未利⽤となり、
廃棄される懸念に対応するため、⾷品ロス削減の観点から、⾷品関連事業者において発⽣
した未利⽤⾷品の情報を集約し、全国のフードバンク1に対して⼀⻫に発信する取組を⾏う
とともに、⾷品関連事業者において発⽣した未利⽤⾷品をフードバンクに寄附する際の輸
配送費やフードバンクの受⼊能⼒の向上に必要となる⼀時保管⽤倉庫、運搬⾞両等の賃借
料を⽀援しました。 

これらの取組を通じて、未利⽤⾷品のフードバンクを通じたこども⾷堂等への提供を促
進し、未利⽤⾷品の有効活⽤を図りました。 

 
((飲飲⾷⾷店店のの需需要要喚喚起起ののたためめのの⽀⽀援援))  

インバウンド需要の⼤幅な減少や外出⾃粛等による、飲⾷店の売上げの減少等の甚⼤な
影響に対応するため、観光業、運輸業、飲⾷業、イベント・エンターテインメント業等を
対象とした官⺠⼀体型の需要喚起キャンペーン(「Go To キャンペーン」)の⼀環として、
令和 2(2020)年 10 ⽉から感染予防対策に取り組みながら営業している飲⾷店及び⾷材を
供給する農林漁業者を⽀援する「Go To Eat キャンペーン」を実施し、飲⾷店の需要喚起
を図りました。 

 
((⽇⽇本本酒酒のの原原料料ととななるる酒酒造造好好適適⽶⽶のの需需要要回回復復・・拡拡⼤⼤のの取取組組等等へへのの⽀⽀援援))  

⽇本酒については、インバウンド、輸出、国内業務⽤需要の減少による販売量の減少、
在庫の滞留等の影響に対応するため、⽇本酒の需要回復・拡⼤の取組への⽀援を実施する
とともに、⽇本酒の原料となる酒造好適⽶の保管経費等の⽀援対象期間を拡充しました。 

 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 

オオンンラライインンをを通通じじたた商商談談((中中国国国国際際輸輸⼊⼊博博覧覧会会))  
資料：JETRO 
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((ウウ))農農林林漁漁業業者者等等のの労労働働⼒⼒確確保保⽀⽀援援  
((⼊⼊国国制制限限等等にによよるる⼈⼈⼿⼿不不⾜⾜をを解解消消すするるたためめのの労労働働⼒⼒のの確確保保をを⽀⽀援援))  

⼊国制限措置の影響で、来⽇を予定していた外国⼈材の⼊国の⾒通しが⽴たなくなるこ
とによる、農林⽔産業や⾷品産業の現場での⼈⼿不⾜の懸念に対応するため、⼈⼿不⾜と
なった農業経営体が代替⼈材を雇⽤する際の掛かり増し経費や研修を受ける際の活動費等
を⽀援するとともに、⼈材の募集、情報発信、マッチングの費⽤等を⽀援し、⼈⼿不⾜の
解消と農業⽣産の維持を図りました。 

また、⼈⼿不⾜の影響を受ける品⽬・地域を対象に、強い⽣産基盤を構築するため、農
業⾼校等と連携し、スマート農業技術の実証を実施しました。  

 

GGoo  TToo  EEaatt キキャャンンペペーーンンのの概概要要  

資料：農林⽔産省作成 

GGoo  TToo  EEaatt キキャャンンペペーーンンののププレレミミアアムム付付⾷⾷事事券券  
 

((ココララムム))  GGoo  TToo  EEaatt  キキャャンンペペーーンン  
 
農林⽔産省では、感染予防対策に取り組みつ

つ営業を継続している飲⾷店の需要を喚起し、
⾷材を供給する農林漁業者も応援するため、令
和 2(2020)年 10 ⽉から「Go To Eat キャンペー
ン」を実施しました。 

Go To Eat キャンペーンでは、(1)地域の飲⾷
店で使えるプレミアム付⾷事券の発⾏や、(2)
オンライン飲⾷予約サイト経由で、期間中に飲
⾷店を予約・来店した消費者に対し、次回以降
に飲⾷店で使⽤できるポイントの付与を実施
しました。 

キャンペーン実施以降、飲⾷業の売上げは⼀
時的に回復傾向となりましたが、新型コロナウ
イルス感染症の再拡⼤等により再び減少傾向
となっています。 

また、令和 3(2021)年 1 ⽉に緊急事態宣⾔が
再度発出された 1 都 3 県、⼤阪府、兵庫県を含
む多くの都道府県においては、各地域の感染状
況を踏まえ、プレミアム付⾷事券の販売の⼀時
停⽌等を⾏っています。 

農林⽔産省は、徹底した換気、客と客の間の
適度な間隔、消毒液の設置等、飲⾷店向けガイ
ドラインの遵守の徹底等について注意喚起し
つつ、都道府県が感染状況を⾒極めながらキャ
ンペーン再開の検討を進められるよう、緊密に
連携し、対応しています。 
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イイ  感感染染拡拡⼤⼤のの防防⽌⽌やや⾷⾷料料安安定定供供給給へへのの対対応応  
((⾷⾷料料品品のの供供給給状状況況ににつついいててのの情情報報発発信信等等をを実実施施))  

農林⽔産省は、国⺠に対し、⾷料品の供給状況等の情報を提供するため、令和 2(2020)
年 3 ⽉、農林⽔産省 Web サイトに新型コロナウイルス感染症に関する特設ページを開設
したほか、MAFF アプリや、SNS、動画共有サービス等の様々なチャンネルを活⽤し、情
報発信に努めました。 

同年 3 ⽉からは、⼩売業団体や⾷品メーカーから⾷料品の供給状況をヒアリングし、そ
の内容を Web サイト上で情報発信しました。また、同⽉下旬に、⼀時的に⽶やパスタ、
冷凍⾷品等の⼀部の⾷料品で⽋品や品薄が発⽣したことを受け、国⺠へ落ち着いた購買⾏
動を呼びかけるとともに、⾷品関連事業者に対して、⾷料品の円滑な供給を⾏うよう要請
しました。 

同年 4 ⽉には、主⾷である⽶と⼩⻨は⼗分な備蓄をしており、供給不⾜の懸念がないこ
とや、海外からの輸⼊に依存している穀物等に関し、物流への影響、市場価格の動向等に
ついて商社等と情報交換を実施の上、海外からの輸⼊に滞りがないこと等、我が国におけ
る穀物等の輸⼊の現状について Web サイト上で情報発信しました。 

このほか、同⽉からは、農林漁業者・⾷品関連事業者向けの新型コロナウイルス感染症
に対する⽀援策を取りまとめ、Web サイト上で情報発信しました。さらに、同年 10 ⽉か
ら、感染リスクを⾼める「5 つの場⾯」や外⾷をする時の「感染リスクを下げながら会⾷
を楽しむ⼯夫」等、感染対策の徹底を呼びかけました。 

 

会会⾷⾷のの際際にに感感染染リリススククをを下下げげるる  
⼯⼯夫夫をを呼呼びびかかけけるるポポススタターー  

資料：農林⽔産省作成 

国国⺠⺠へへメメッッセセーージジをを発発信信すするる農農林林⽔⽔産産⼤⼤⾂⾂ 

アアススパパララガガススのの⾃⾃動動収収穫穫ロロボボッットト 農農薬薬散散布布ドドロローーンンのの操操縦縦講講習習会会  
にに臨臨んんだだ農農業業⾼⾼校校等等のの学学⽣⽣たたちち 

感染リスクが高まる「「５５つつのの場場面面」」に注意し、

感染リスクを下げながら会会食食をを楽楽ししむむ工工夫夫をを！！

▋感染リスクが高まる「５つの場面」に注意しよう！

▋感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫を実践しよう！

 飲酒をするなら、①少少人人数数・・短短時時間間で

②なるべく普普段段一一緒緒ににいいるる人人と

③適適度度なな酒酒量量で 楽しもう！

 箸やコップは使使いい回回ささなないい！

 席は斜斜めめにに座座ろろうう！！

 ガガイイドドラライインンをを守守るる店店を選ぼう！

大声・大人数・長時間

 会会話話する時はママススクク着着用用！

体体調調がが悪悪いい人人は参加しない！

感染リスクが高まる「５つの場面」 URL
https://corona.go.jp/proposal/
← 詳しくはこちら！！（内閣官房HP）

（例） 換気 手指消毒
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((事事業業継継続続等等ののたためめのの基基本本的的ななガガイイドドラライインンのの策策定定やや、、所所管管団団体体等等にによよるる業業種種別別ガガイイドドララ
イインンのの作作成成をを⽀⽀援援))  

農林⽔産省は、国⺠への⾷料の供給を継続的に⾏うため、令和 2(2020)年 3 ⽉に、農林
漁業者や⾷品関連事業者等に向けての「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」を策定し、予防対策の徹底を要請するととも
に、当該ガイドラインに則して、感染者が発⽣した場合を想定した業務継続⽀援体制の構
築や業務マニュアルの作成等を呼びかけました。 

また、同年 5 ⽉に、政府対策本部において新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処
⽅針が改訂されたこと等を受け、各事業者及び関係団体が社会経済活動と感染拡⼤防⽌の
両⽴に向けて、感染拡⼤予防ガイドライン(以下「業種別ガイドライン」という。)を策定
することになり、農林⽔産省の所管団体等においても、⾃主的な感染防⽌の取組を進める
ための業種別ガイドラインを策定しました。農林⽔産省は、同年 3 ⽉に策定した「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」を
踏まえ、所管団体等に対して業種別ガイドラインの作成のための指導・助⾔を⾏うととも
に、農林⽔産省ホームページで所管団体等が作成した業種別ガイドラインを紹介していま
す。 
 

 

ウウ  今今後後のの対対応応にに向向けけてて  
新型コロナウイルス感染症の拡⼤により⾷料・農業・農村に影響が⽣じたことは、⾷料

供給に影響を及ぼすリスクが多様化していることを⽰しています。 
⾷料の安定供給は、国の最も基本的な責務の⼀つであり、国内の農業⽣産の増⼤に向け、

⾷料⾃給率1の向上や⾷料安全保障の強化への期待はますます⾼まっています。 
このため、国は、今後も新型コロナウイルス感染症による影響の緩和に取り組むととも

に、感染の発⽣状況等を注視し、必要な対応を⾏っていくこととしています。 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
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第第 11 節節  ⾷⾷料料⾃⾃給給率率とと⾷⾷料料⾃⾃給給⼒⼒指指標標  

 
 
令和 2（2020）年 3 ⽉に閣議決定した⾷料・農業・農村基本計画において、令和 12(2030)

年度を⽬標年度とする総合⾷料⾃給率1の⽬標が設定されるとともに、国内⽣産の状況を評
価する⾷料国産率2の⽬標が設定されました。また、我が国の⾷料の潜在⽣産能⼒を評価す
る⾷料⾃給⼒指標3についても令和 12(2030)年度の⾒通しが⽰されました。 

本節では、これまでの⾷料⾃給率の変化の動向・要因について分析するとともに、今後
の⾷料⾃給率・⾷料⾃給⼒の向上に向けた取組の重要性について紹介します。 

 
((11))  ⾷⾷料料⾃⾃給給率率のの⽬⽬標標とと動動向向  
((供供給給熱熱量量ベベーーススはは 11 ポポイインントト上上昇昇のの 3388%%、、⽣⽣産産額額ベベーーススはは前前年年同同のの 6666%%))  

総合⾷料⾃給率の⽬標は、令和 12(2030)年度を⽬標年度として、供給熱量4ベースで 45%、
⽣産額ベースで 75%と定められました(図図表表 11--11--11)。令和元(2019)年度の供給熱量ベース
の総合⾷料⾃給率は、サンマ・サバ等の⿂介類が不漁となり、⽶の消費が減少した⼀⽅で、
⼩⻨の単収が増加したこと等から、前年度に⽐べ 1 ポイント上昇し、38%となりました(図図
表表 11--11--22)。⽣産額ベースの総合⾷料⾃給率は、野菜の国産単価が増収により下落し、サン
マ・サバ等の⿂介類が不漁となった⼀⽅で、豚⾁等の国産単価の上昇等により、前年度と
同じ 66%となりました。 

 

 
 
 
 
 
 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 ⽤語の解説3(1)を参照 
3 ⽤語の解説3(1)を参照 
4 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 1-1-1 ⾷料⾃給率⽬標等 

資料：農林⽔産省作成 

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

(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)

【⽣産額ベース】 66％ (2018実績) → 75％ (2030⽬標)(経済活動の状況を評価)

第1節 食料自給率と食料自給力指標
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我が国の⾷料⾃給率は、⻑期的には低下傾向でしたが、供給熱量ベースの総合⾷料⾃給

率は平成 10(1998)年度に 40%まで低下し、以降は、おおむね 40%前後で推移しています。
また、⽣産額ベースの総合⾷料⾃給率は平成 13(2001)年度に 70%に低下し、以降は、60%
台から 70%台前半の範囲で推移しています。 

⻑期的に⾷料⾃給率が低下してきた主な要因としては、⾷⽣活の多様化が進み、国産で
需要量を満たすことのできる⽶の消費が減少した⼀⽅で、飼料や原料の多くを海外に頼ら
ざるを得ない畜産物や油脂類等の消費が増加したことによるものです(図図表表 11--11--33)。 

また、令和元(2019)年度の供給熱量ベースの総合⾷料⾃給率は 38%であり、平成
10(1998)年度と⽐較して⼤きな変動はありませんが、その内訳を⽐較すると、⽶や⿂介類、
野菜等の供給熱量が減少している⼀⽅で、国産の⼩⻨、⼤⾖等の供給熱量が増加しており、
また、⾼齢化等に伴い 1 ⼈ 1 ⽇当たりの供給熱量が減少しています。 

 
 

 

図表 1-1-2 我が国の総合⾷料⾃給率 

資料：農林⽔産省「⾷料需給表」 
注：平成 30(2018)年度以降の⾷料⾃給率は、イン(アウト)バウンドによる⾷料消費増減分を補正した数値 
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総合⾷料⾃給率のうち供給熱量ベースは、⽣命と健康の維持に不可⽋な基礎的栄養価で

あるエネルギー(カロリー)に着⽬したものであり、消費者が⾃らの⾷料消費に当てはめて
イメージを持つことができるなどの特徴があります。⼀⽅で⽣産額ベースは、⾷料の経済
的価値に着⽬したものであり、畜産物、野菜、果実等のエネルギーが⽐較的少ない⼀⽅で
⾼い付加価値を有する品⽬の⽣産活動をより適切に反映させることができます(図図表表
11--11--44)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 1-1-3 供給熱量ベースの⾷料⾃給率の変化 

資料：農林⽔産省「⾷料需給表」 

供給熱量割合 [％]

供供給給熱熱量量 22,,445599kkccaall  //  人人・・日日

30

20

0

90

80

70

60

50

40

100

10

米 100％

油脂類 33％

砂糖類
31％

魚介類 110％

小麦 28％

その他 68％

野菜 100％

畜産物 47％ 45％

0 20 40 60 80 100

大豆 ４１％
果実 86％

品目別供給熱量自給率 [％]

［［ 国国産産供供給給熱熱量量 11,,779999kkccaall  //  人人・・日日］］

298kcal
[204kcal]

196kcal[ 60kcal]

292kcal[ 81kcal]

39kcal[34kcal]
55kcal[23kcal]

74kcal[74kcal]

99kcal
[108kcal]

157kcal[74kcal]

1,090kcal
[1,090kcal]

159kcal[52kcal]

輸入部分 輸入飼料部分
（自給としてカウントせず）

自給部分凡例

品目別供給熱量自給率 [％]

米 95％

畜
産

物

1

7

％

51％

油脂類 5％

小 麦 9％

砂糖類

32％

魚介類 57％

野 菜 80％

大豆 17％

果実 46％

その

他

27％

0 20 40 60 80 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

供給熱量割合 [％]

供供給給熱熱量量 22,,660033kkccaall  //  人人・・日日
［［国国産産供供給給熱熱量量 11,,005533kkccaall  //  人人・・日日］］

130kcal[74kcal]

313kcal[85kcal]

210kcal[68kcal]

324kcal[28kcal]

61kcal[28kcal]

79kcal[13kcal]
81kcal[65kcal]

399kcal[68kcal]

636kcal
[607kcal]

370kcal[18kcal]

品目別供給熱量自給率 [％]

⼤⾖ 21%
果実 32%

供供給給熱熱量量 22,,442266kkccaall  //  人人・・日日
［［ 国国産産供供給給熱熱量量 991188kkccaall  //  人人・・日日］］供給熱量割合 [％]

94kcal[50kcal]

292kcal[68kcal]

187kcal[65kcal]

324kcal[54kcal]

63kcal[20kcal]

78kcal[17kcal]
73kcal[55kcal]

432kcal[66kcal]

519kcal[511kcal]

364kcal[11kcal]

⼤⾖
21%

果 実
32%⼤⾖ 21% ⼤⾖ 22％

⽶ 98％

畜
産
物
1

5
％

47％

油脂類 3％

⼩
⻨
1

7
％

砂糖類
35％

⿂介類 54％
野 菜 76％

その
他
23
％

0 20 40 60 80 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

果実 32％

【【昭昭和和4400((11996655))年年度度】】

（（供供給給熱熱量量ベベーースス総総合合食食料料自自給給率率 7733％％））
【【令令和和元元((22001199))年年度度】】

（（供供給給熱熱量量ベベーースス総総合合食食料料自自給給率率 3388％％））
【【平平成成1100((11999988))年年度度】】

（（供供給給熱熱量量ベベーースス総総合合食食料料自自給給率率 4400％％））
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供給熱量ベースよりも⽣産額ベースの⾷料⾃給率の⽅が⾼いということは、我が国は、

畜産物、野菜、果実等、より付加価値の⾼い農業⽣産を⾏っていることを⽰しています。
⼈⼝減少等により国内の⾷市場は縮⼩する⼀⽅で、世界の⾷市場は今後⼤幅に拡⼤するこ
とが⾒込まれています。このような中、我が国が得意とする品⽬の⽣産を拡⼤し、世界に
輸出していくことは、⽣産者の所得向上を図るとともに、農地の保全や就業者の確保等を
図っていく上でも重要となります。 

 
((⾷⾷料料⾃⾃給給率率向向上上にに向向けけてて⽣⽣産産基基盤盤のの強強化化とと消消費費拡拡⼤⼤のの推推進進がが重重要要))  

今般の新型コロナウイルスの世界的な感染拡⼤等、我が国の⾷料供給に影響を及ぼす可
能性のあるリスクは多様化しています。このような中、⾷料⾃給率の向上や⾷料安全保障1

の強化への期待はますます⾼まっています。 
総合⾷料⾃給率⽬標は、令和 12(2030)年度の⾷料消費の⾒通しと⽣産努⼒⽬標を前提と

して⽰されています。⽣産努⼒⽬標は、国内外の需要の変化に的確に対応できる農業⽣産
を推進するとの⽅針の下、品⽬ごとに農業⽣産に関する課題が解決された場合に実現可能
となる⽣産量として設定されています。⽣産努⼒⽬標達成に向けては、品⽬ごとに課題を
克服していく必要があります。 

⼈⼝減少、農業従事者2の⾼齢化、農地⾯積の減少等が進む中で、⾷料⾃給率を向上させ

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 ⽤語の解説1、2(5)を参照 

図表 1-1-4 供給熱量ベースと⽣産額ベースの⾷料⾃給率 

資料：農林⽔産省作成 

輸入部分 輸入飼料部分
（自給としてカウントせず）

自給部分凡例

品目別生産額自給率 [％]

消費仕向額割合 ［％］

品目別供給熱量自給率 [％]

3,007億円[1,643億円]
2,839億円[ 526億円]

5,575億円[2,620億円]

5兆276億円[2兆8,331億円]

1兆9,022億円[1兆9,002億円]

2兆7,438億円[1兆2,715億円]

1兆2,060億円[9,063億円]

1兆3,112億円[8,158億円]

2兆3,345億円[2兆765億円]

826億円[403億円]大豆 49％

小麦 19％

国内消費仕向額合計 15兆7,500億円
［国内生産額合計 10兆3,226億円］

供給熱量 2,426kcal / 人・日
［国産供給熱量 918kcal / 人・日］供給熱量割合 [％]

94kcal[50kcal]

292kcal[68kcal]

187kcal[65kcal]

324kcal[54kcal]

63kcal[20kcal]

78kcal[17kcal]
73kcal[55kcal]

432kcal[66kcal]

519kcal[511kcal]

364kcal[11kcal]

油脂類 36％

砂糖類 50％
砂糖類 50％

油脂類 38％

⼤⾖ 21%
果 実 32%

⼤⾖ 21%

米 98％

畜

産
物

15
％
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油脂類 3％
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17
％
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他
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【【令令和和元元((22001199))年年度度】】
（（生生産産額額ベベーースス総総合合食食料料自自給給率率 6666％％））

【【令令和和元元((22001199))年年度度】】
（（供供給給熱熱量量ベベーースス総総合合食食料料自自給給率率 3388％％））((再再掲掲))
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るためには、国内⽣産基盤の強化等により我が国農業を持続可能なものとすることが重要
です。このため、品⽬ごとのきめ細かな対策に加え、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、
農地の⼤区画化・汎⽤化、スマート農業の導⼊等を推進する必要があります。また、⾷の
外部化2等による加⼯・業務⽤需要の拡⼤や、健康志向の⾼まり等による⾷料消費の変化に
適切に対応するとともに、旺盛な海外需要を取り込むため、輸出向け産地の形成や流通加
⼯体制の整備等を通じて輸出を促進するなど、需要の変化に応じたマーケットイン型の取
組を推進する必要があります。  

このような⽣産⾯での取組に加え、消費⾯においても、消費者、⾷品関連事業者、⽣産
者団体を含めた官⺠協働による新たな国⺠運動の展開により、我が国の⾷と環境を⽀える
農業・農村への国⺠理解を醸成し、国産農産物の消費拡⼤を図ることや、安定的な取引関
係の確⽴による農業と⾷品産業の連携強化等により、国産農産物の需要拡⼤を図ることも
重要です。 

 
((⾷⾷料料国国産産率率とと飼飼料料⾃⾃給給率率))  

令和 2(2020)年 3 ⽉に閣議決定した⾷
料・農業・農村基本計画において、新たに
⽬標に位置付けられた⾷料国産率は、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も
のです。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、また、国産畜産
物を購⼊する消費者の実感に合うという特
徴があります。 

⼀⽅、飼料の⾃給度合いによって畜産物
の⾃給率は⼤きく影響を受けるため、国産
飼料基盤に⽴脚した畜産業を確⽴する観点
から、今回の基本計画においても、飼料⾃
給率の⽬標が設定されています。⾷料⾃給率は輸⼊飼料による畜産物の⽣産分を除いてい
るため、⾷料国産率と飼料⾃給率の双⽅の向上を図りながら、⾷料⾃給率の向上を図るこ
とが必要です(図図表表 11--11--55、図図表表 11--11--66)。 

 
 

 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 1-1-5 ⾷料国産率 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 令和元(2019)年度の数値 

2) （ ）内の数値は、飼料⾃給率を反映した総合⾷料⾃給
率の数値 

  3) 飼料⾃給率は、粗飼料及び濃厚飼料を可消化養分総量
(TDN)に換算して算出 

 

(単位：%)

供給熱量
ベース

⽣産額
ベース

47（38） 69（66）
62（15） 68（56）

⽜⾁ 42（11） 64（56）
豚⾁ 49（６） 57（45）
鶏卵 96（12） 98（67）

飼料⾃給率 25

⾷料国産率
畜産物の⾷料国産率
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((22))  ⾷⾷料料⾃⾃給給⼒⼒指指標標のの動動向向  
((いいもも類類中中⼼⼼のの作作付付けけでではは推推定定エエネネルルギギーー必必要要量量をを上上回回るる))  

⾷料の多くを海外に依存している我が国では、⾷料安全保障の観点から、国内の農地等
を最⼤限活⽤することで、どの程度の⾷料が得られるのかという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です。 

⾷料⾃給⼒指標は、我が国の⾷料の潜在⽣産能⼒を評価する指標であり、栄養バランス
を⼀定程度考慮した上で、農地等を最⼤限活⽤し、熱量効率が最⼤化された場合の１⼈１
⽇当たり供給可能熱量を、⽶・⼩⻨中⼼の作付けといも類中⼼の作付けの 2 パターンにつ
いて試算したものです。令和 2(2020)年３⽉に閣議決定した⾷料・農業・農村基本計画で
は、農業労働⼒や省⼒化の農業技術も考慮することとし、また、令和 12(2030)年度の⾒通
しも併せて⽰しています。 

令和元(2019)年度の⾷料⾃給⼒指標の試算では、440 万 ha の農地⾯積、9 万 ha の再⽣
利⽤可能な荒廃農地1⾯積、実際に投⼊されている臨時雇⽤を含む延べ労働時間等を前提と
して試算を⾏っています。令和元(2019)年度の労働⼒の充⾜状況を考慮した⾷料⾃給⼒指
標は、「⽶・⼩⻨中⼼の作付け」で 1,754kcal/⼈・⽇、「いも類中⼼の作付け」で 2,537kcal/
⼈・⽇となりました(図図表表 11--11--77)。 

 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 1-1-6 我が国の⾷料国産率 

資料：農林⽔産省「⾷料需給表」 
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⽇本⼈の平均的な 1 ⼈当たりの推定エネルギー必要量 2,168kcal/⼈・⽇と⽐較すると、

より私たちの⾷⽣活に近い「⽶・⼩⻨中⼼の作付け」ではこれを下回る⼀⽅、供給熱量を
重視する「いも類中⼼の作付け」ではこれを上回ります。なお、いも類中⼼の作付けにお
いては、農地を最⼤限活⽤した場合の供給可能熱量では、その作付けに必要な労働⼒が不
⾜するため、作付けの⼀部を⽶・⼩⻨等の省⼒的な作物に置き換え、労働⼒も併せて最⼤
限活⽤されるよう試算を⾏っています。 

また、⾷料⾃給⼒指標については、⻑期的には、農地⾯積の減少等により令和元(2019)
年度まで低下傾向にありますが、農地確保、単収向上、労働⼒確保、⽣産性向上を図って
いくことにより、供給可能熱量を押し上げていくことが可能です。 

将来における世界の⾷料需給に不安定要素が存在する中、需要に応じた⽣産や海外需要
の獲得等により、平素から我が国における農業⽣産の振興を図ることで優良農地が確保さ
れ、⾷料⾃給⼒の維持・向上につながります。このため、担い⼿の確保や担い⼿への農地
の集積・集約化を進めつつ、荒廃農地の発⽣防⽌と再⽣を図るとともに、新品種・新技術
の開発・導⼊、輪作体系の適正化や排⽔対策等の基本技術の励⾏により単収の⾼位安定化
を図る必要があります。 

図表 1-1-7 ⾷料⾃給⼒指標の推移と⾒通し 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 労働⼒の充⾜状況を考慮した場合の最⼤供給可能熱量の推移。ただし、平成 17(2005)年以前は統計データがそろわないため、労働

⼒を考慮していない。 
2) 令和元(2019)年度と令和 12(2030)年度の間の点線については、2 時点を直線で結んだものであり、途中年度の試算値を⽰すもので

はない。 
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第第 22 節節  ⾷⾷料料消消費費のの動動向向  

 
 
⼈⼝減少や⾼齢化により国内の⾷市場が量的に縮⼩すると⾒込まれている⼀⽅、消費者

ニーズは多様化、個別化し、⾷の外部化1が進展しています。本節では、このような⾷料消
費の中⻑期的な動向について紹介します2。 

 
((調調理理⾷⾷品品へへのの⽀⽀出出割割合合ははいいずずれれのの世世帯帯類類型型ににおおいいててもも増増加加))  

⾷料消費⽀出全体に占める調理⾷品への⽀出割合は、⼆⼈以上の世帯及び単⾝世帯のい
ずれの世帯類型においても増加しています。令和元(2019)年の⾷料消費⽀出の内訳につい
て世帯類型別に⾒ると、⽀出割合が最も⼤きいのは⼆⼈以上の世帯では⽣鮮⾷品(28.3%)、
単⾝世帯では外⾷(27.4%)となっていますが、平成 21(2009)年と⽐較すると、いずれの世
帯類型においても⽀出割合の増加幅が最も⼤きいものは調理⾷品です(図図表表 11--22--11)。 

 

 
 

((調調理理⾷⾷品品へへのの⽀⽀出出割割合合ははいいずずれれのの年年齢齢階階級級ににおおいいててもも増増加加))  
⾷料消費⽀出全体に占める調理⾷品への⽀出割合は、いずれの年齢階級においても増加

しています。平成 21(2009)年と令和元(2019)年を⽐較すると、⽣鮮⾷品の⽀出割合はいず
れの年齢階級においても減少し、加⼯⾷品及び外⾷への⽀出割合は年齢階級によって増加
している場合と減少している場合に分かれている⼀⽅、調理⾷品への⽀出割合はいずれの

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 新型コロナウイルス感染症による⾷料消費への影響については、特集を参照 

図表 1-2-1 世帯類型別⾷料消費⽀出の内訳の変化 

資料：総務省「家計調査」(全国・⽤途分類)を基に農林⽔産省作成 
注：1) 消費者物価指数(⾷料：平成 27(2015)年基準)を⽤いて物価の上昇・下落の影響を取り除いた数値 

2) ⽣鮮⾷品は、⽶、⽣鮮⿂介、⽣鮮⾁、⽜乳、卵、⽣鮮野菜、⽣鮮果物の合計 
3) 加⼯⾷品は、パン、麺類、他の穀類、塩⼲⿂介、⿂⾁練製品、他の⿂介加⼯品、加⼯⾁、乳製品、乾物・海藻、⼤⾖加⼯品、他

の野菜･海藻加⼯品、果物加⼯品の合計 
4) 調理⾷品は、主⾷的調理⾷品と他の調理⾷品の合計で、他の調理⾷品には冷凍調理⾷品も含む。 
5) その他は、油脂・調味料、菓⼦類、酒類の合計 

(⼆⼈以上の世帯) (単⾝世帯) 
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年齢階級においても増加しています(図図表表 11--22--22)。  
なお、年齢階級が⾼いほど⽣鮮⾷品及び加⼯⾷品への⽀出割合が⾼く、外⾷への⽀出割

合が低いという⾷料消費の傾向は、10 年前と変わっていません。⼀⽅で、調理⾷品への⽀
出割合については、年齢階級の違いによるそのような傾向は⾒られません。 

 

 
 

((冷冷凍凍⾷⾷品品のの質質へへのの評評価価がが向向上上))  
⼀般社団法⼈⽇本冷凍⾷品協会の調査1によると、冷凍⾷品を購⼊する際に魅⼒と感じる

項⽬は令和 2(2020)年で、「調理の⼿間が省ける」が 63.1%、「買い置きができる」が 57.6％、
「おいしい」が 54.6%の順となっています(図図表表 11--22--33)。平成 26(2014)年と⽐較すると、
特に「おいしい」に魅⼒を感じる消費者が増加しており、21.0 ポイント増加しています。
このようなことも、調理⾷品への⽀出の増加につながっているものと考えられます。 

 
 

 
1 ⼀般社団法⼈⽇本冷凍⾷品協会「冷凍⾷品の利⽤状況実態調査」(令和2(2020)年2 ⽉調査) 

図表 1-2-2 世帯主の年齢階級別⾷料消費⽀出の内訳の変化 

資料：総務省「家計調査」(全国・⽤途分類)を基に農林⽔産省作成 
注：1) 消費者物価指数(⾷料：平成 27(2015)年基準)を⽤いて物価の上昇・下落の影響を取り除いた数値 

2) 世帯主の年齢階級により分類 
3) ⽣鮮⾷品は、⽶、⽣鮮⿂介、⽣鮮⾁、⽜乳、卵、⽣鮮野菜、⽣鮮果物の合計 
4) 加⼯⾷品は、パン、麺類、他の穀類、塩⼲⿂介、⿂⾁練製品、他の⿂介加⼯品、加⼯⾁、乳製品、乾物・海藻、⼤⾖加⼯品、他

の野菜･海藻加⼯品、果物加⼯品の合計 
5) 調理⾷品は、主⾷的調理⾷品と他の調理⾷品の合計で、他の調理⾷品には冷凍調理⾷品も含む。 
6) 網掛けは、平成 21(2009)年よりも割合が増加した項⽬を表す。 
 

（単位：％）

平成21年
(2009)

令和元年
(2019)

平成21年
(2009)

令和元年
(2019)

平成21年
(2009)

令和元年
(2019)

平成21年
(2009)

令和元年
(2019)

〜29歳 22.5 21.2 16.2 14.5 11.4 14.7 26.9 26.6
30歳代 24.2 22.4 16.3 15.6 11.1 12.7 25.3 25.6
40歳代 26.8 24.2 17.0 15.9 11.7 13.2 21.9 23.2
50歳代 31.0 26.5 18.0 16.6 12.3 14.3 16.3 19.5
60歳代 35.0 29.7 19.1 18.5 10.9 14.1 13.0 13.8
70歳〜 36.6 33.6 19.7 20.0 11.8 14.1 10.1 10.1
〜34歳 6.6 5.9 7.5 6.7 13.3 15.1 50.4 52.2

35〜59歳 13.3 12.7 10.9 12.0 16.1 19.2 37.5 31.1
60歳〜 30.9 28.7 17.1 18.2 13.5 15.3 17.5 15.0

外⾷

⼆
⼈
以
上
の

世

帯

単
⾝

世
帯

調理⾷品⽣鮮⾷品 加⼯⾷品

70

食料消費の動向第2節



 
 

((⾷⾷のの外外部部化化はは今今後後もも進進⾏⾏すするる⾒⾒込込みみ))  
我が国の⼈⼝減少が進⾏している中、単⾝世帯や共働き世帯の増加に伴い⾷の外部化が

⼀層進むと予想されています。総世帯における⾷料消費⽀出の内訳の変化を⾒ると、⽣鮮
⾷品や外⾷への⽀出割合が減少する⼀⽅、調理⾷品や加⼯⾷品、飲料への⽀出割合は増加
する⾒込みです(図図表表 11--22--44)。 

 

 

図表 1-2-4 品⽬別⾷料⽀出割合の将来推計 

資料：農林⽔産政策研究所「我が国の⾷料消費の将来推計(2019 年版)」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 平成 27(2015)年までは、家計調査、全国消費実態調査等より計算した実績値で、令和 2(2020)年以降は試算。令和元(2019)年時

点での試算であるため、新型コロナウイルス感染症の影響は考慮していない。 
2) 平成 27(2015)年価格による実質値の割合 
3) ⽣鮮⾷品は、⽶、⽣鮮⿂介、⽣鮮⾁、⽜乳、卵、⽣鮮野菜、⽣鮮果物の合計 
4) 加⼯⾷品は、パン、麺類、他の穀類、塩⼲⿂介、⿂⾁練製品、他の⿂介加⼯品、加⼯⾁、乳製品、乾物・海藻、⼤⾖加⼯品、他

の野菜･海藻加⼯品、果物加⼯品の合計 
5) 調理⾷品は、主⾷的調理⾷品と他の調理⾷品の合計で、他の調理⾷品には冷凍調理⾷品も含む。 
6) その他は、油脂・調味料、菓⼦類、酒類の合計 
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図表 1-2-3 冷凍⾷品の魅⼒(複数回答) 

資料：⼀般社団法⼈⽇本冷凍⾷品協会「冷凍⾷品の利⽤状況実態調査」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 調査対象は冷凍⾷品を⽉ 1 回以上利⽤している 25 歳以上の男⼥各 625 ⼈ 

2) 令和 2(2020)年の調査における上位 5 項⽬。他の項⽬については、調査年により異なるものがある。 
3) 平成 26(2014)年は男⼥別の割合のみ公表されているため、男⼥計の割合を算出 
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  ((⾷⾷料料品品のの販販売売額額ははススーーパパーーママーーケケッットトがが最最⼤⼤、、ドドララッッググスストトアアがが⼤⼤ききなな伸伸びび))  
主な業態別に⾷料品の販売額を⾒ると、スーパーマーケットが最も⼤きく、次いでコン

ビニエンスストア、ドラッグストア、百貨店の順となっています。また、⾷料品の販売額
について平成 26(2014)年と令和元(2019)年を⽐較すると、ドラッグストアでの伸び率が⼤
きくなっています(図図表表 11--22--55)。ドラッグストアで飲⾷料品を購⼊する主な理由としては、
「価格が安い」、「⾷品以外の買い物のついでに購⼊できる」等があげられています1。この
ほか、ドラッグストアで購⼊する品⽬としては、⽜乳や納⾖等の⽇配品及び飲料の割合が
⽐較的⾼くなっています2。 

 
 

 

 
1 株式会社⽇本政策⾦融公庫「消費者動向等調査」(平成25(2013)年7 ⽉調査) 
2 ⼀般社団法⼈全国スーパーマーケット協会「2018 年版スーパーマーケット⽩書」 

((ココララムム))  世世帯帯類類型型別別にに⾒⾒たた 11 ⼈⼈ 11 かか⽉⽉当当たたりりのの⾷⾷料料消消費費⽀⽀出出のの動動向向 

世帯類型別に 1 ⼈１か⽉当たりの⾷料消費
⽀出を⾒ると、外⾷や調理⾷品への⽀出割合
が⼤きい単⾝世帯の⽅が、⼆⼈以上の世帯よ
りも多くなっています。 

⾷料消費⽀出(名⽬値)は、⼆⼈以上の世帯
では横ばい、単⾝世帯では減少傾向で推移し
ていましたが、⼆⼈以上の世帯では平成
25(2013)年から、単⾝世帯では平成 24(2012)
年から増加傾向にあります。 

また、物価の影響を除いた⾷料消費⽀出
(実質値)を⾒ると、⼆⼈以上の世帯では横ば
い、単⾝世帯では減少傾向で推移していま
す。単⾝世帯における外⾷への⽀出割合の減
少は、この傾向に影響していると考えられま
す。 

 

世世帯帯類類型型別別 11 ⼈⼈ 11 かか⽉⽉当当たたりりのの⾷⾷料料消消費費⽀⽀出出のの推推移移  

資料：総務省「家計調査」(全国・⽤途分類)、「単⾝世帯収⽀調査」(全国・
⽤途分類)を基に農林⽔産省作成 

注：1) 実質値は、消費者物価指数(⾷料：平成 27(2015)年基準)を⽤い
て物価の上昇・下落の影響を取り除いた数値 

2) ⼆⼈以上の世帯は、世帯員数で除した 1 ⼈当たりの数値 
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((ココララムム))  購購⼊⼊先先別別にに⾒⾒たた⾷⾷料料消消費費⽀⽀出出のの内内訳訳 
⾷料消費⽀出の内訳を購⼊先別に⾒ると、スーパーマーケットでは⽣鮮・加⼯⾷品、コンビニエ

ンスストアでは調理⾷品、飲料への⽀出割合が多くなっています。平成 26(2014)年と令和元(2019)
年を⽐較しても、その傾向は⼤きく変わっていませんが、いずれの購⼊先においても、調理⾷品へ
の⽀出割合が増加しています。 

 購購⼊⼊先先別別にに⾒⾒たた⾷⾷料料消消費費⽀⽀出出のの内内訳訳のの変変化化  
((ススーーパパーーママーーケケッットト))  

((ココンンビビニニエエンンスススストトアア))  

資料：総務省「全国家計構造調査」(総世帯)を基に農林⽔産省作成 
注：1) 平成 26(2014)年は、全国消費実態調査を令和元(2019)年全国家計構造調査の集計⽅法により遡及集計した数値 

2) 外⾷を除く。 
3) ⽣鮮・加⼯⾷品は、穀類、⿂介類、⾁類、乳卵類、野菜・海藻、果物の合計 
4) その他は、油脂・調味料、菓⼦類、酒類の合計 
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図表 1-2-5 業態別に⾒た⾷料品販売額 

資料：経済産業省「商業動態統計調査」を基に農林⽔産省作成 
注：1) スーパーマーケットは、商業動態統計調査において対象となっている事業所(従業者 50 ⼈以上の⼩売事業所のうち、売場⾯積の 50％

以上についてセルフサービス⽅式を採⽤している事業所であって、かつ、売場⾯積が 1,500 m2以上の事業所。ただし、商業動態統計
調査の家電⼤型専⾨店、ドラッグストア、ホームセンターの調査対象企業の傘下事業所で、調査対象となっている事業所を除く。) 

2) ⾷料品の売上額は、コンビニエンスストアではファストフード・⽇配⾷品と加⼯⾷品の合計であり、ドラッグストアでは健康⾷品と
⾷品の合計 

3) ⾷料品販売額の伸び率は、平成 26(2014)年を 100 とした指数 

(⾷料品販売額) (⾷料品販売額の伸び率) 
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第第３３節節  新新たたなな価価値値のの創創出出にによよるる需需要要のの開開拓拓  

 
 
農業の成⻑産業化に向けて、農業⽣産の現場では、農産物を始めとする地域の多様な資

源を有効に活⽤した 6 次産業化1等の取組が重要となってきています。また、⾷品産業にお
いても、多様化する⾷の需要を背景としたフードテック2等の研究開発のほか、労働⽣産性
の向上に向けた先端技術の導⼊や⾷品ロスの削減に向けた取組等が重要となっています。 

本節では、これらの取組に係る動向について紹介します。  

 
((11))  需需要要にに応応じじたた新新たたななババリリュューーチチェェーーンンのの創創出出  
((66次次産産業業化化にによよるる農農業業⽣⽣産産関関連連事事業業のの

年年間間総総販販売売⾦⾦額額はは22兆兆777733億億円円))  
6 次産業化に取り組む農業者等による

加⼯・直売等の農業⽣産関連事業の年間
総販売⾦額は、近年増加傾向で推移して
いましたが、令和元(2019)年度の年間総
販売⾦額は、前年度と⽐べ 268 億円減少
し、2 兆 773 億円となりました(図図表表
11--33--11)。 

 
 
 

((66次次産産業業化化にに取取りり組組むむ事事業業者者のの売売上上⾼⾼
平平均均額額はは増増加加傾傾向向))  
六次産業化・地産地消法3に基づく総合

化事業計画4 認定件数の累計は、令和
2(2020)年度末時点で 2,591 件となりま
した。農林⽔産省が⾏った認定事業者を
対象としたフォローアップ調査によると、
5 年間総合化事業に取り組んだ事業者の
総合化事業で⽤いる農林⽔産物等と新商
品の売上⾼平均額は、増加傾向となって
います(図図表表 11--33--22)。 

6 次産業化に取り組む事業者に対して
は、付加価値の⾼い 6 次産業化の取組の
創出に向けて、都道府県段階で６次産業化プランナーを派遣し、経営改善の取組を⽀援す

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 フードテックについては、トピックス7 を参照 
3 正式名称は「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」 
4 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 1-3-2 農林⽔産物等と新商品の売上⾼平
均額 

資料：農林⽔産省作成 
注：平成 26(2014)年までに総合化事業の認定を受け、5 年間取り

組んでいる事業者のうち、有効回答を⾏った 251 事業者の売
上⾼平均額 
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図表 1-3-1 農業⽣産関連事業の年間総販売⾦額 

資料：農林⽔産省「6 次産業化総合調査」 
注：その他は観光農園、農家⺠宿、農家レストランの合計 
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るとともに、全国段階でエグゼクティブプランナーを派遣して６次産業化の事業拡⼤や発
展に向けた⽀援を⾏っています。 

 

 
 

 
((22))  ⾷⾷品品産産業業のの競競争争⼒⼒のの強強化化  
アア  ⾷⾷品品産産業業のの現現状状    
((⾷⾷品品産産業業のの国国内内⽣⽣産産額額はは 110011..55 兆兆円円))  

⾷品産業は、農業と消費者の間に位置し、
⾷品の⽣産、流通、消費の各段階において
品質と安全性を保ちつつ⾷品を安定的に供
給するとともに、消費者ニーズを⽣産者に
伝達する役割も担っています。⾷品産業の
国内⽣産額は、近年増加傾向で推移してお
り、令和元(2019)年は、前年と⽐べ 1.0 兆
円増加し、101.5 兆円となりました(図図表表
11--33--33)。⾷品製造業ではそう菜・すし・弁
当、パン類、めん類等の⼯場出荷額、関連
流通業では⼩売業のマージン額1、外⾷産業
では飲⾷店の売上⾼等がそれぞれ増加しま
した。なお、全経済活動に占める割合は前
年と⽐べ 0.1 ポイント増加し、9.7％となり
ました。 

 
1 マージン額とは、販売額から売上原価を差し引いた額 

 
⻑崎県⼤村市

お お む ら し
の有限会社シュシュは、社員 73 ⼈で、ぶどう、なし、

いちごの⽣産・加⼯を⾏うとともに、約 200 ⼾の地域の⽣産者を抱
える直売所を経営しています。また、農家レストランやアイス・パン
等の⼯房、観光農園、⾷育体験施設等を敷地内に配置した地域観光拠
点として「おおむら夢ファームシュシュ」を運営し、年間 49 万⼈を
集客しています。 

農産加⼯品の販売だけでなく、収穫体験や⾷育体験教室等の体験型
のサービスプログラムを充実させるとともに、農家レストランで結婚
式を実施するなど、コト消費にも積極的に取り組んでいます。 

また、規格外農産物の加⼯も受託しており、地域の⽣産者は新たな
設備投資を⾏うことなく所得を向上させることができています。 

さらに、地域⽣産者と連携した農業体験や、定年帰農者を対象とし
た農業塾の開設等、地域農業の活性化に貢献しています。 

有有限限会会社社シシュュシシュュのの  
ジジェェララーートト  

資料：有限会社シュシュ 

((事事例例))  地地元元⽣⽣産産物物ににここだだわわっったた農農産産加加⼯⼯かかららココトト消消費費ままでで⾏⾏うう地地域域観観光光拠拠点点型型のの
66 次次産産業業化化((⻑⻑崎崎県県)) 

図表 1-3-3 ⾷品産業の国内⽣産額の推移 

資料：農林⽔産省「農業・⾷料関連産業の経済計算」 
注：⾷品製造業には、飲料、たばこを含む。 
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((地地域域のの雇雇⽤⽤ににおおいいてて重重要要なな役役割割をを果果たたすす⾷⾷品品製製造造業業))  
各都道府県の全製造業の従業者数に占める⾷品製造業の従業者数の割合を⾒ると、多く

の都道府県で１割を超えており、特に北海道と沖縄県では 4 割を超えています(図図表表 11--33--44)。
また、全製造業の従業者数に占める⾷品製造業の従業者数の割合の順位を⾒ると、１位が
25 道府県、２位が 12 都府県、３位が 5 県と、42 都道府県において１位から３位に⼊って
おり、⾷品製造業が地域の雇⽤において重要な役割を果たしていることがうかがえます。 

 

 
 

((労労働働⽣⽣産産性性のの向向上上にに向向けけてて先先端端技技術術のの活活⽤⽤等等がが重重要要))  
⾷品製造業の労働⽣産性を⾒ると、緩

やかな上昇傾向にはあるものの、依然と
して製造業全体に⽐べて低い⽔準にとど
まっています(図図表表 11--33--55)。⾷品製造業
は、⼩さく、柔らかく、形状が不安定な
⾷品を取り扱うことや、⾼い安全性やそ
のための衛⽣管理が求められること等か
ら機械の導⼊が困難な場合が多く、多く
の⼈⼿に頼らざるを得ない⾯があります。
しかし、労働⼒不⾜が顕在化する中、現
状を打破するためには、従業員が働きや
すい環境の整備に努めるとともに、近年
発展著しい IoT1等の先端技術の活⽤に
よる省⼒化・省⼈化に取り組むことが重
要となっています。 

このため、農林⽔産省では、令和
2(2020)年度に実際の現場において⾃動
で⾷品の製造や包装作業等を⾏うロボット、AI2を活⽤した検査装置等の先端技術の活⽤実

 
1 ⽤語の解説3(2)を参照 
2 ⽤語の解説3(2)を参照 

図表 1-3-4 全製造業の従業者数に占める⾷品製造業の従業者数の割合と順位 
(平成 30(2018)年) 

資料：経済産業省「⼯業統計調査」を基に農林⽔産省作成  
注：1) 地域別統計表のうち、従業者 4 ⼈以上の事業所に関する統計表 

2) ⾷品製造業には、飲料、たばこを含まない。 
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図表 1-3-5 製造業全体と⾷品製造業における
労働⽣産性 

資料：経済産業省「⼯業統計調査」を基に農林⽔産省作成  
注：1) 産業別統計表のうち、従業者 4 ⼈以上の事業所に関する統計表

2) 労働⽣産性＝付加価値額÷従業者数 
3) ⾷品製造業には、飲料、たばこを含まない。 
 

13.1 12.9 
13.4 13.4 13.0 

8.6 8.7 8.8 8.9 9.1 

0

5

10

15

27
(2015)

28
(2016)

29
(2017)

30
(2018)

1
(2019)

製造業全体百万円/⼈

⾷品製造業

平成27年 令和元

(速報値)

76

新たな価値の創出による需要の開拓第3節



 

証を⾏うとともに、その成果について動画により Web サイト等で情報発信することによ
り、⾷品産業全体の⽣産性向上に向けた取組を⽀援しています。 

 

 
 

((我我がが国国のの⾷⾷品品産産業業でで雇雇⽤⽤さされれてていいるる外外国国⼈⼈はは年年々々増増加加))  
我が国の⾷品産業で雇⽤されている外

国⼈の主な受⼊れ対象は、特定技能や技能
実習、⾝分に基づく在留資格、資格外活動
許可を受けた留学⽣のアルバイトです。 

これらの資格により我が国の⾷品産業に
おいて雇⽤されている外国⼈は年々増加し
ていますが、令和 2(2020)年 10 ⽉末時点で
は、前年同⽉と⽐べ飲⾷料品製造業では
4,926 ⼈増加の 13.6 万⼈、外⾷産業では
3,940 ⼈減少の 18.0 万⼈となっています 
(図図表表 11--33--66)。 

また、特定技能制度1により、我が国で雇
⽤されている外国⼈は、令和 2 (2020)年 12
⽉末時点で、前年同⽉と⽐べ、飲⾷料品製
造業分野で 5,207 ⼈増加の 5,764 ⼈、外⾷業分野では 898 ⼈増加の 998 ⼈となっています。  

 
 
 
 

 
1 平成31(2019)年4 ⽉に改正された出⼊国管理及び難⺠認定法により創設。飲⾷料品製造業及び外⾷業等の14 の特定産業が受⼊れ

対象分野 

キユーピー株式会社では、ベンチャー企業等との連携により、AI
を活⽤した⾷品原料検査装置を開発しました。この装置を導⼊し、
これまで⼈⼿・⽬視に頼っていた原料の検査⼯程を効率化すること
で⼈⼿を削減でき、同⼯程の労働⽣産性が 25％向上しました。 

多くの⼈⼿と熟練の技を必要とする⾷品原料検査⼯程の効率化
は⾷品製造業に共通する課題ですが、既存の海外製の異物検査装置
は価格が⾼く、性能⾯でも、種類や⾊、形が様々な野菜の原料検査
へ活⽤するには⼗分ではなかったことから、同社は⾷品製造事業者
でありながら⾃ら装置の開発を⾏いました。 

さらに同社は、当該装置についてオープンイノベーションによる
検知感度の改善やコスト削減、電磁波を活⽤した野菜内部の⾍の検
出技術の研究開発にも取り組んでおり、将来的には、他の⾷品製造
事業者に低価格で広く提供し、⾷の安全・安⼼を業界全体に広げる
ことを⽬指しています。 

 

AAII をを活活⽤⽤ししたた⾷⾷品品原原料料検検査査装装置置
資料：キユーピー株式会社 

((事事例例))  AAII をを活活⽤⽤ししたた⽣⽣産産性性向向上上のの取取組組  

図表 1-3-6 外国⼈雇⽤状況 

資料：厚⽣労働省「外国⼈雇⽤状況」の届出を基に農林⽔産省作成  
注：各年 10 ⽉末時点の数値 
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イイ  ⾷⾷品品流流通通のの合合理理化化等等  
((⾷⾷品品流流通通のの合合理理化化をを推推進進))  

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が深刻化する中で、国⺠⽣活
や経済活動に必要不可⽋な物流の安定を確保するには、サプライチェーン全体で合理化に
取り組む必要があります。特に⽣鮮⾷品や花きの輸送は、荷物の⼿積み、⼿降ろしといっ
た⼿荷役作業が多い、⼩ロット・多頻度での輸送が多いなどの事情から、取扱いが敬遠さ
れる事例が出てきています。このような中、農林⽔産省、経済産業省、国⼟交通省は、令
和元(2019)年より⾷品流通合理化検討会を開催し、統⼀規格輸送資材(パレット等)の導⼊
による⼿荷役から機械荷役への転換、集出荷拠点の集約等や共同配送による効率化、トラ
ック輸送から船舶・鉄道へのモーダルシフト、電⼦タグ(RFID1)等を活⽤した商品・物流
情報のデータ連携等の現場実装に向けた取組を進めています。 

また、卸売市場については、市場の実態に応じて、商物分離等取引ルールの設定が可能
となったところであり、⾷品流通における卸売市場のハブ機能の強化、低温物流センター
の整備等によるコールドチェーンの確保や情報通信技術等の利⽤による効率的な商品管理
等に取り組んでいます。 

 

 
 

ウウ  規規格格・・認認証証のの活活⽤⽤  
((HHAACCCCPP のの制制度度化化へへのの対対応応をを⽀⽀援援))  

HACCP2 (危害要因分析及び重要管理点)は、⾷品の製造・加⼯の⼯程ごとに微⽣物汚染
等の危害要因を分析し、それらを防⽌する観点から、特に重要なリスク管理の⼯程を継続
的に監視・記録する衛⽣管理システムです。 

 
1 Radio Frequency Identification の略。電⼦タグに記憶された⽣産・流通履歴等の情報を、無線通信によって読み取ることで、移動

追跡等を可能とする情報通信技術 
2 ⽤語の解説3(2)を参照 

⼤分県の JA 全農おおいたは、令和元(2019)年より、広域で荷物を集荷する拠点となる「⼤分⻘果
センター」を稼働しました。 

⼤分⻘果センターは県内のストックポイントとしての役割を担い、同センターを中継することで、
これまで課題とされてきた効率的な物流体制を構築するとともに、近年の物流業界を取り巻く厳し
い環境による運賃コストの増嵩

ぞうすう
を抑え、⽣産者の所得向上につながることが期待されています。 

また、産地から集荷した荷物は最低 12 時間以上予冷庫で冷やして品質を保ち、予冷庫の搬⼊⼝と
トラック等を隙間なく密着させるドックシェルター⽅式を採⽤することで、⻘果物を外気に触れさ
せず、温度を⼀定管理した状態で卸売市場へ出荷することが可能なコールドチェーン化を実現しま
した。 

⼤⼤分分⻘⻘果果セセンンタターー  
資料：JA 全農おおいた 

((事事例例))  ココーールルドドチチェェーーンン化化にによよりり⻘⻘果果物物のの品品質質安安定定化化・・有有利利販販売売をを図図るる((⼤⼤分分県県))  

これにより従来の 2 ⽇⽬販売から３⽇⽬販売に移⾏したことで延着
防⽌にもつながりました。加えて、⻘果物の鮮度を保つことで品質の
安定化を図るとともに、販売先に正確な出荷情報を提供することで市
場評価も向上しています。 

令和元(2019)年度は県内の約 40 か所から集荷しており、同年 6 ⽉
から令和 2(2020)年 3 ⽉までの⻘果物の取扱実績は 11,275t となりま
した。令和３(2021)年度の同センターにおける取扱量は 14,300t を計
画しています。 
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HACCP を導⼊することで、安全性に問題のある⾷品の出荷が未然に防⽌される効果等
が期待されており、世界的に HACCP 導⼊の制度化の動きが広がっています。 

令和 2(2020)年６⽉に施⾏された⾷品衛⽣法等の⼀部を改正する法律により、令和３
(2021)年６⽉までに原則として全ての⾷品等事業者(⾷品製造、調理、販売等)に、⼀般衛
⽣管理に加え、HACCP に沿った衛⽣管理の実施が求められることになっています。この
うち⾷品製造事業者では、令和元(2019)年 10 ⽉時点で、HACCP に沿った衛⽣管理を導
⼊済み⼜は導⼊途中の割合は４割程度にとどまっています。このため、⾷品等事業者の⼤
部分を占め、特に導⼊が遅れている中⼩事業者においても HACCP に沿った衛⽣管理の制
度化に円滑に対応できるよう、農林⽔産省は、HACCP の知識を普及する研修や業界団体
による HACCP 導⼊の⼿引書作成等に対するきめ細かな⽀援を⾏っています。 

さらに令和２(2020)年度は、実際の製造現場に⼊り、⼿引書を使った HACCP 導⼊モデ
ルの実証や、多くの事業者に学ぶ機会を広く提供できるよう、オンライン学習教材の作成
等への⽀援を⾏っています。また、中⼩規模の⾷品等事業者を対象に、HACCP 等の導⼊
や加⼯⾷品等の輸出に際しての施設整備に対する⾦融措置を実施しています。 

 
((⾷⾷品品製製造造業業のの安安全全管管理理にに関関すするる認認証証規規格格((JJFFSS 規規格格))のの国国内内取取得得件件数数はは年年々々増増加加))  

JFS1規格は、⼀般財団法⼈⾷ 品
しょくひん

安全
あんぜん

マネジメント協 会
きょうかい

が策定した、⽇本発の⾷品安全
管理に関する認証規格です。JFS 規格の特徴は、⽣⾷や発酵⾷等が認証可能で、我が国の
⾷⽂化に馴染む規格にあります。加えて、
JFS 規格の製造セクターでは、HACCP の
考え⽅を取り⼊れた衛⽣管理を包含する
JFS-A 規格、HACCP に基づく衛⽣管理を
包含する JFS-B 規格、国際取引にも通⽤す
る⾼⽔準の JFS-C 規格2が設けられており、
経営規模等に応じて段階的に取り組みやす
い仕組みとなっています。 JFS-A/B/C 規
格の国内取得件数は、平成 28(2016)年の運
⽤開始以降、年々増加してきており、令和
3(2021)年 3 ⽉末時点で 1,398 件3となりま
した(図図表表 11--33--77)。今後、JFS 規格の更なる
普及により、我が国の⾷品安全レベルの向
上や⾷品の輸出⼒強化が期待されます。 

 
1 Japan Food Safety の略。⽤語の解説3(2)を参照 
2 平成30(2018)年10 ⽉に、GFSI(世界⾷品安全イニシアティブ)に国際規格として承認された。GFSI については⽤語の解説3(2)を

参照 
3 製造セクター以外の規格を含めた国内取得総件数は1,465 件 

図表 1-3-7 JFS-A/B/C 規格の取得件数 
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資料：⼀般財団法⼈⾷品安全マネジメント協会資料を基に農林⽔産省
作成 

注：1) 集計基準は適合証明書発⾏⽇ 
2) 各年 3 ⽉末時点の数値 
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  ((多多様様なな JJAASS をを推推進進))  
JAS 制度は、これまで、農林⽔産⼤⾂が制定した農林物資の品質に関する規格(JAS)に基

づき、第三者機関が農林⽔産物・⾷品の品質を認証・保証する公的制度として、市場に出
回る粗悪品の排除や商品の品質の改善に寄与してきました。 

近年、輸出の拡⼤や市場ニーズの多様化が進んでいることから、農林⽔産省では、農林
⽔産物・⾷品の品質だけでなく、事業者による農林
物資の取扱⽅法、⽣産⽅法、試験⽅法等について認
証する新たな JAS 制度を推進しており、令和
2(2020)年度には、ノングルテン⽶粉の製造⼯程管
理の JAS 等 3 規格を制定しました。これらの JAS に
よって、事業者や産地の創意⼯夫により⽣み出され
た多様な価値・特⾊を戦略的に活⽤でき、我が国の
⾷品・農林⽔産分野の競争⼒の強化につながること
が期待されています。 

また、農林⽔産省は、我が国産品の国際市場にお
ける付加価値向上のため、試験⽅法 JAS を基礎とし
た機能性成分の定量試験⽅法に関する規格を令和２
(2020)年４⽉に ISO(国際標準化機構)に提案し、我
が国主導による国際規格の制定を⽬指しています。 
 

 
 
 
 

 
⽯川県の⼤野醤油醸造協業組合

おおのしょうゆじょうぞうきょうぎょうくみあい
は、県内の醤油醸造業者数社によっ

て設⽴された醤油醸造⼯場を運営する組合であり、組合員が販売する
醤油をまとめて製造しています。醤油の輸出に取り組みたいという組
合員の声に応え、平成 30(2018)年に、国際取引にも通⽤する⾼⽔準の
JFS-C 規格を取得しました。 

以前、出荷先から取得を求められた FSSC22000*の取扱い範囲には、
醤油等⼀部の発酵⾷が含まれていなかったため、⽇本の⾷⽂化に配慮
した⾷品安全管理規格である JFS 規格を取得することとしました。
JFS-C 規格取得に向けて取り組む中で12 ⼈の従業員の⾷品安全管理に
対する意識も向上し、定期的に従業員同⼠が現場の課題等について議
論を⾏い、積極的に改善案が提案されています。 

令和元(2019)年は、30 万 L 以上の醤油を組合員経由で、主に北⽶と
ヨーロッパに向けて輸出しています。 

 
＊ オランダ発の⾷品安全管理規格で、GFSI 承認規格の1 つ 

熟熟成成ししたたももろろみみをを  
圧圧搾搾すするる⼯⼯程程  

  

((事事例例))  JJFFSS 規規格格をを取取得得しし、、輸輸出出にに取取りり組組むむ((⽯⽯川川県県))  

ノノンンググルルテテンン⽶⽶粉粉 JJAASS 制制定定ののポポススタターー  
資料：⽇本⽶粉協会 
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((33))  ⾷⾷品品ロロスス等等ををははじじめめととすするる環環境境問問題題へへのの対対応応  
((我我がが国国のの⾷⾷品品ロロススのの発発⽣⽣量量はは年年間間 660000 万万 tt))  

我が国の⾷品ロスの発⽣量は、近年、減少傾向にあり、平成 30(2018)年度においては、
前年度より 12 万 t 減少し、年間 600 万 t と推計されます。 

⾷品ロスとは、本来⾷べられるにもかかわらず捨てられてしまう⾷品のことを指します
が、⾷品ロスの発⽣量を国⺠１⼈当たりに換算すると年間 47kg となり、我が国の 1 ⼈当
たりの⽶の年間消費量 54kg に近い量です。また、1 ⽇当たりに換算すると 130g となり、
茶碗 1 杯のごはんの量に相当します。 

平成 30(2018)年度における⾷品ロス
の発⽣場所を⾒ると、⼀般家庭における
発⽣(いわゆる「家庭系⾷品ロス」)が 276
万 t、⾷品産業における発⽣(いわゆる「事
業系⾷品ロス」)が外⾷産業 116 万 t、⾷
品製造業 126 万 t、⾷品⼩売業 66 万 t、
⾷品卸売業 16 万 t となっています(図図表表
11--33--88)。 

さらに⾷品ロスを削減するためには、
⾷品産業における発⽣を抑えるとともに、
⼀般家庭からの発⽣も抑えなければなり
ません。このためには、⾷品ロス削減を
国⺠運動として取り組んでいくことが必
要です。 

 
((新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの影影響響にによよりり外外⾷⾷産産業業のの約約７７割割がが⾷⾷品品ロロススがが減減少少ししたたとと回回

答答))  
令和 2(2020)年 12 ⽉から令和 3(2021)年 1 ⽉に⾷品関連事業者に対して実施したアンケ

ート調査において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和 2(2020)年３⽉以降に
⾷品ロス発⽣量に変化があったかを質問した結果、⾷品産業全体では、「変わらない」との
回答が 56.6％と最も多く、次いで「減少した」との回答が 26.2％、「増加した」との回答
が 8.7％となりました(図図表表 11--33--99)。業種別に⾒ると、⾷品製造業、⾷品卸売業、⾷品⼩売
業それぞれにおいて、最も多くの事業者が「変わらない」と回答した⼀⽅で、外⾷産業に
ついては、「減少した」という回答が 65.5%と最も多い結果となりました。 

図表 1-3-8 ⾷品ロスの発⽣量と発⽣場所(推計)
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((⾷⾷品品産産業業界界全全体体のの取取組組にによよりり⾷⾷品品ロロスス発発⽣⽣をを抑抑制制))  
⾷品ロスの問題については、個別企業等の取組では解決が難しくフードチェーン全体で

解決することが必要なことから、平成 24(2012)年度から⾷品関連事業者、有識者等を構成
員とする「⾷品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム(以下「商慣習検討ワーキン
グチーム」という。)」において継続して検討が⾏われてきました。 

その検討の中で、⾷品産業から発⽣する⾷品ロスの⼀つの要因として、⾷品⼩売業者が
賞味期間の 3 分の 1 を経過した商品の納品を受け付けない、いわゆる 3 分の 1 ルールや、
多くの加⼯⾷品の賞味期限が年⽉⽇表⽰されているといった商慣習が指摘されたことを踏
まえ、農林⽔産省では、製造・配送・販売にまたがる商慣習の⾒直しの取組を推進してい
ます。 

令和元(2019)年 10 ⽉に施⾏された「⾷品ロスの削減の推進に関する法律」において、
10 ⽉が「⾷品ロス削減⽉間」、10 ⽉ 30 ⽇が「⾷品ロス削減の⽇」と定められていること
を受けて、農林⽔産省は、令和 2(2020)年 10 ⽉ 30 ⽇を「全国⼀⻫商慣習⾒直しの⽇」と
して、⾷品⼩売事業者における納品期限の 3 分の 1 ルールの緩和や⾷品製造事業者におけ
る賞味期限表⽰の⼤括り化(年⽉表⽰、⽇まとめ表⽰)の取組を呼びかけました。その結果、
同年 10 ⽉時点で納品期限の 3 分の１ルールの緩和に取り組む⾷品⼩売事業者は、同年 3
⽉時点と⽐べて 34 事業者増の 142 事業者、賞味期限表⽰の⼤括り化に取り組む⾷品製造
事業者は 36 事業者増の 156 事業者となりました。 

農林⽔産省としては、こうした取組を⾷品産業界全体に波及させ、⾷品ロスの発⽣を抑
えていくことを⽬指しています。 

 

図表 1-3-9 新型コロナウイルス感染症の⾷品ロス発⽣量への影響 

資料：農林⽔産省「令和 2 年度⾷品産業リサイクル状況等調査委託事業」(令和 3(2021)年 4 ⽉公表。⾷品関連事業者 4,489 事業者を対象と
して実施したアンケート調査(回収率 49%)) 
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また、平成 29(2017)年度に、商慣習検討

ワーキングチームにおいて啓発資材の効果
の検証を⾏ったところ、店頭への啓発資材
の掲⽰が、消費者の共感や⾷品ロスに対す
る社員の意識向上へとつながり、実験店舗
における廃棄率が改善したことが確認され
ました。 

この検証結果を踏まえ、農林⽔産省は、
令和 2(2020)年 10 ⽉の「⾷品ロス削減⽉間」
において、⾷品⼩売事業者・外⾷事業者が
店舗等で消費者に⾷品ロス削減の啓発を⾏
うための各種ポスター等啓発資材を提供す
るとともに、これに取り組む 79 の事業者
名を公表しました。 

さらに、令和 2(2020)年 12 ⽉から令和 3(2021)年 1 ⽉にかけて、年末年始の会⾷におけ
る飲⾷店等での⾷べ残しへの対策として、関係省庁や全国おいしい⾷べきり運動ネットワ
ーク協議会と共同で、「⾷べきり運動」や「30(さんまる)・10(いちまる)運動1」を紹介す
るポスターの提供や、外⾷時のおいしく「⾷べきり」ガイド、飲⾷店等の⾷品ロス削減の
ための好事例集の周知等による啓発活動を実施しました。参加した事業者からは、初めて
「30・10 運動」を実施したところ、料理が残ることなく⾷品ロスを防ぐ効果を感じたとの
声も寄せられています。 

外⾷産業については、環境省、消費者庁、農林⽔産省及びドギーバッグ普及委員会は、
飲⾷店等において、消費者が⾷べきれずに残した料理を持ち帰ることを⾝近な習慣として
広める取組として、令和 2(2020)年 10 ⽉に「New ドギーバッグアイデアコンテスト」を
開催しました。持ち帰る⾏為のネーミングとして「mottECO(もってこ)」を⼤賞として選
定し、消費者や飲⾷店等に広く普及を図っています。 

 
1 乾杯の後の30 分間とお開き前の10 分間は⾃分の席について料理を楽しむことを推進することで、宴会時における⾷べ残しを減ら

す運動 

 
多くの商品の賞味期限は年⽉⽇で表⽰されていますが、納品

しようとする商品の賞味期限が、既に納品済みの商品の賞味期
限より先に来るものは納品しないという商慣習があります。 

例えば、物流拠点間で在庫商品を転送しようとする場合や⼩
売業者に追加の納品をしようとした場合に、転送しようとする
商品の賞味期限が、転送先で既に納品している商品よりも 1 ⽇
でも先にくる場合は、賞味期間がまだ⼗分に残っていても転送
できず、結果としてそれらが⾷品ロスになる場合があります。
このような事態を防ぎ⾷品ロスを発⽣させないため、農林⽔産
省では、賞味期限表⽰について、年⽉表⽰や⽇まとめ表⽰(年
⽉⽇表⽰のまま、⽇の表⽰を例えば 10 ⽇単位で統⼀)といった
⼤括り化を推進しています。 

 

年年⽉⽉表表⽰⽰へへのの移移⾏⾏イイメメーージジ  
資料：アサヒ飲料株式会社 

((事事例例))  賞賞味味期期限限表表⽰⽰をを⼤⼤括括りり化化すするるここととでで⾷⾷品品ロロススのの発発⽣⽣をを抑抑制制  

年⽉⽇
表⽰

年⽉
表⽰

⾃⾃社社((店店舗舗))のの⾷⾷品品ロロスス削削減減のの取取組組をを  
紹紹介介すするる啓啓発発資資材材  
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((ププララススチチッッククのの使使⽤⽤削削減減ののたためめププララススチチッックク製製買買物物袋袋のの有有料料化化義義務務化化をを開開始始))  

プラスチックは、軽量で破損しにくいことや加⼯・着⾊が容易であること、⽔分や酸素
を通しにくく⾷品を効果的に保護できること等から、農林⽔産業や⾷品産業において幅広
く活⽤されています。⼀⽅で、海岸での漂着ごみやマイクロプラスチック等の海洋プラス
チック問題の顕在化を受け、国内におけるプラスチックの資源循環の体制整備が必要とな
っています。 

このため、令和元(2019)年 5 ⽉に環境省、経済産業省、農林⽔産省を始めとする関係省
庁が策定したプラスチック資源循環戦略において、使い捨てのプラスチック製容器包装・
製品が不必要に使⽤・廃棄されることのないよう、消費者のライフスタイル変⾰を促すこ
ととされ、令和 2(2020)年 7 ⽉には、排出抑制の⼿段としてプラスチック製買物袋(いわゆ
るレジ袋)の有料化が義務化されました。 

 
((気気候候変変動動リリススククへへのの対対応応をを解解説説ししたたガガイイダダンンススをを策策定定))  

平成 27(2015)年 12 ⽉に採択されたパリ協定を受け、気候変動が投融資先の企業の事業
活動に多⼤な影響を与える可能性があることから、保有資産に対する気候変動の影響を評
価する動きが広まっています。TCFD1(気候関連財務情報開⽰タスクフォース)が平成
29(2017)年に公表した TCFD 提⾔2に沿った情報開⽰を進めるため、TCFD コンソーシア
ム3は、令和 2(2020)年 7 ⽉、⾷品産業を含む関連産業の望ましい戦略の⽰し⽅や推奨する
開⽰のポイント・視点等を解説した「TCFD ガイダンス 2.0」を策定しました(図図表表 11--33--1100)。 
 

 
 

 

 
1 Task Force on Climate-related Financial Disclosures の略。G20 の要請を受け、FSB(⾦融安定理事会)により、気候関連の情報開⽰

及び⾦融機関の対応をどのように⾏うかを検討するため、平成27(2015)年12 ⽉に設⽴された組織 
2 企業に求められる気候関連財務情報開⽰の内容について、TCFD が取りまとめた報告書 
3 ⾦融機関、⾷品関連事業者等が協⼒して、効果的な情報開⽰等について議論する場として、令和元(2019)年5 ⽉に設⽴ 

図表 1-3-10 TCFD ガイダンス 2.0 における開⽰のポイント例(⾷品関係) 

資料：TCFD コンソーシアム資料「TCFD ガイダンス 2.0」を基に農林⽔産省作成 
 

開開⽰⽰項項⽬⽬ 開開⽰⽰ののポポイインントト例例
原材料調達の安定化の取組 調達リスク(原材料の収量・品質減、調達費増等)

の事業運営への影響評価と対策の検討状況 等
⽔に関するリスクへの取組 ⽔リスクの事業運営への影響評価と対策の検討

状況 等
GHG(Greenhouse Gas)排出量
削減への取組

⾷品ロス削減の取組 等

事業の機会の説明 気候変動に伴い⽣じるニーズにマッチした商品
開発の取組 等
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第第 44 節節  ググロローーババルルママーーケケッットトのの戦戦略略的的なな開開拓拓  
 

 

国内においては、消費者の低価格志向に加え、今後、⼈⼝減少や⾼齢化により、農林⽔
産物・⾷品の消費の減少が⾒込まれます。農業・農村の持続性を確保し、農業の⽣産基盤
を維持していくため、輸出を拡⼤していくことが重要です。令和 2(2020)年 3 ⽉に閣議決
定した⾷料・農業・農村基本計画等において、令和 7(2025)年に 2 兆円、令和 12(2030)
年に 5 兆円とする農林⽔産物・⾷品の輸出額の⽬標が設定されました。 

本節では、輸出の状況や輸出環境の整備、輸出に向けた海外への商流構築やオールジャ
パンのプロモーションの取組、⾷産業の海外展開の動向、地理的表⽰(GI1)保護制度や家畜
遺伝資源2の保護について紹介します。 

 
((11))  農農林林⽔⽔産産物物・・⾷⾷品品のの輸輸出出促促進進  
アア  輸輸出出のの状状況況  
((農農林林⽔⽔産産物物・・⾷⾷品品のの輸輸出出額額はは 88 年年連連続続でで過過去去最最⾼⾼額額をを更更新新))  

令和２(2020)年の農林⽔産物・⾷品の輸出額は、世界的な新型コロナウイルスの感染拡
⼤の影響を受け、上半期は前年同期⽐で 8.2％減少しましたが、年間では前年に⽐べ 1.1％
(96 億円)増加の 9,217 億円となり、8 年連続で過去最⾼額を更新しています。また、少額
貨物等を含む輸出額は、前年に⽐べ 1.5%(148 億円)増加の 9,860 億円となっています(図図
表表 11--44--11)。特に、鶏卵やぶどうといった家庭⾷向けの輸出が増加したほか、上半期は低迷
した⽜⾁や⽇本酒が、販売⽅法の改善等により下半期は回復したことにより、農林⽔産物・
⾷品の輸出が増加しました。国・地域別には、中国で⽇本酒や⽇本産ウイスキー等のアル
コール飲料が⼈気となったほか、ベトナム向けに粉乳やかつお・まぐろ類の輸出額が増加
しました。 

 

 
1 Geographical Indication の略 
2 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 1-4-1 農林⽔産物・⾷品の輸出額 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 少額貨物は、１品⽬ 20 万円以下の貨物。貿易統計には計上されていないことから、別に⾦額の調査を実施 

2) ＊は令和 2(2020)年の数値に少額貨物等を加えたもの 
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イイ  輸輸出出阻阻害害要要因因のの解解消消等等にによよるる輸輸出出環環境境のの整整備備  
((輸輸⼊⼊規規制制にに対対ししてて政政府府⼀⼀体体ととななっってて戦戦略略的的にに取取りり組組むむ体体制制をを構構築築))    

農林⽔産物・⾷品の輸出に関しては、これまで、輸出先国による⾷品安全等の規制につ
いて、担当省庁が複数にまたがることにより、輸出先国との協議や証明書発⾏、施設認定
に時間を要し、輸出に取り組む事業者の負担となっていました。 

このような課題に対応するため、令和２(2020)年４⽉に輸出促進を担う司令塔として、
農林⽔産⼤⾂が本部⻑を務める農林⽔産物・⾷品輸出本部が農林⽔産省に創設されました
(図図表表 11--44--22)。同本部では、輸出を戦略的かつ効率的に促進するための基本⽅針や実⾏計
画(⼯程表)を策定し、進捗管理を⾏うとともに、関係⼤⾂等が⼀丸となって、輸出先国に
対する輸⼊規制等の緩和・撤廃に向けた協議、輸出証明書発⾏や施設認定等の輸出を円滑
化するための環境整備、輸出に取り組む事業者の⽀援等を実施しています。 

 

 
((動動植植物物検検疫疫協協議議にによよりり 77 つつのの国国・・地地域域のの 77 品品⽬⽬でで輸輸出出がが解解禁禁⼜⼜はは検検疫疫条条件件がが緩緩和和))  

農林⽔産省では、実⾏計画に基づき、農林⽔産業及び⾷品産業の持続的な発展に寄与す
る可能性が⾼い輸出先国及び品⽬から優先的に協議を進めています。 

輸出解禁の取組は、産地の要望を踏まえ、農林⽔産省が相⼿国・地域への解禁要請を⾏
うことから始まります。その後、相⼿国・地域において疾病や病害⾍のリスク評価がなさ
れ、さらに、検疫条件の協議が⾏われることで輸出解禁へと⾄ります(図図表表 11--44--33)。この
ような⼀連の協議の結果、令和２(2020)年度は、マカオ向けの⽜⾁について 30 か⽉齢の
⽉齢制限が撤廃され、⻑期肥育による最⾼級⽜⾁の輸出が可能となるなど、7 つの国・地
域の 7 品⽬で輸出が解禁⼜は検疫条件が緩和されました(図図表表 11--44--44)。 
 

図表 1-4-2 農林⽔産物・⾷品輸出本部の体制 

資料：農林⽔産省作成 
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((放放射射性性物物質質にによよるる輸輸⼊⼊規規制制措措置置のの緩緩和和・・撤撤廃廃))  

東京電⼒福島第⼀
とうきょうでんりょくふくしまだいいち

原⼦⼒発電所(以下「東電福島第⼀原発」という。)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(図図表表 11--44--55)。 

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２
(2020)年度において、モロッコ、エジプト、レバノン、アラブ⾸⻑国連邦、イスラエル等
で輸⼊規制措置が緩和・撤廃されました。この結果、輸⼊規制措置を設けた 54 か国・地
域のうち、39 か国・地域で輸⼊規制措置が撤廃されました。 

図表 1-4-4 令和 2(2020)年度に輸出が解禁⼜は検疫条件が緩和された国・地域と品⽬ 

資料：農林⽔産省作成 

⽉ 輸出先国・地域 品⽬ 内容
⽶国 なし ⽣産地域の拡⼤と品種制限の撤廃
マカオ 鶏⾁ 輸出の解禁

５⽉ タイ かんきつ類
かんきつ類の病気（SOS）の発⽣調査
及び⼀部の⽣産地域での合同輸出検査の撤
廃

マカオ ⽜⾁ 30か⽉齢の⽉齢制限の撤廃
サウジアラビア ⽜⾁ 輸出の解禁

８⽉ 豪州 いちご 輸出の解禁

EU
⿊松盆栽（錦松盆栽を
含む。）

輸出の解禁

シンガポール ⾷⾁製品 第三国輸⼊原料の使⽤の解禁

４⽉

10⽉

６⽉

図表 1-4-3 輸出解禁に向けた検疫協議の⼿続の流れ 

資料：農林⽔産省作成 

検疫条件の協議

（リスク評価段階の例）
中国︓⽜⾁、鶏⾁
韓国︓⽜⾁
フィリピン︓豚⾁
⽶国︓豚⾁、さくらの切り枝
EU ︓豚⾁
台湾︓豚⾁、鶏⾁、トマト
トルコ︓⽜⾁
カナダ︓もも
豪州︓もも
タイ︓⽞⽶
ベトナム︓ぶどう
インド︓なし、スギ
メキシコ︓精⽶

（要請段階の例）
韓国︓豚⾁
インドネシア︓鶏⾁
フィリピン︓鶏卵

輸
出
解
禁
・
条
件
緩
和

（検疫協議段階の例）
中国︓⽜乳、乳製品、ぶどう
ロシア︓鶏⾁、鶏卵
マレーシア︓鶏⾁
⽶国︓鶏⾁、メロン
タイ︓かんきつ類（薬剤処理の代替措置）
インド︓りんご
豪州︓なし（全ての都道府県の解禁等）、うん

しゅうみかん（全ての都道府県の解禁等）
ＮＺ︓かんきつ類（品⽬の拡⼤等）
ベトナム︓うんしゅうみかん
フィリピン︓いちご

相⼿国・地域
への解禁要請

相⼿国・地域における
リスク評価
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((投投資資円円滑滑化化法法改改正正案案をを国国会会にに提提出出))  

農林⽔産物等の輸出を始めとする、農林⽔産・⾷品分野での新たな取組にチャレンジす
る事業者にとっては、リスクに対応した⼗分な資本装備が必要となっています。 

このため、農林⽔産省は、農業法⼈だけでなくフードバリューチェーンに携わる事業者
全てを投資対象にすること等を内容とする「農業法⼈に対する投資の円滑化に関する特別
措置法の⼀部を改正する法律案」を令和 3(2021)年２⽉に国会に提出しました。これによ
り、農林⽔産・⾷品分野における資⾦調達の選択肢を増やし、⺠間主体からの資⾦供給を
より得られやすい環境を整備することを⽬指しています。 

 
((GGFFPP ググロローーババルル産産地地計計画画))  

海外市場のニーズや輸出先国の求める農薬規制・衛⽣管理等に対応した⽣産・加⼯体制
を構築するため、農林⽔産省は、JETRO(独⽴⾏政法⼈⽇本貿易振興機構)等と協⼒して、
農林⽔産物・⾷品輸出プロジェクトである GFP1を通じ、グローバル産地づくりや、輸出
に意欲的な農林漁業者や⾷品事業者等のサポートと連携に取り組んでいます。令和
2(2020)年度には、「GFP グローバル産地」として 63 産地を採択しています(図図表表 11--44--66)。
農林⽔産省では、これらの産地において GFP グローバル産地計画の達成に向けた取組等
を⽀援しています。 

 
 

 
1 Global Farmers/Fishermen/Foresters /Food Manufacturers Project の略称 

図表 1-4-5 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 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 令和 3(2021)年２⽉５⽇時点。輸出額・順位は令和 2(2020)年の数値 

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 
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。 
 

国・地域
輸出額
(順位)

輸⼊停⽌措置対象県 輸⼊停⽌品⽬

⾹港
2,066億円

(1位)
福島 野菜、果物、⽜乳、乳飲料、粉乳

宮城、福島、茨城、栃⽊、群
⾺、埼⽟、千葉、東京、⻑野

全ての⾷品、飼料

新潟 コメを除く⾷品、飼料

台湾
981億円

(4位)
福島、茨城、栃⽊、群⾺、千葉 全ての⾷品（酒類を除く。）

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

⻘森、岩⼿、宮城、福島、茨
城、栃⽊、群⾺、千葉

⽔産物

マカオ
24億円
(26位)

福島
野菜、果物、乳製品、⾷⾁・⾷⾁加
⼯品、卵、⽔産物・⽔産加⼯品

韓国

中国
1,645億円

(2位)

415億円
(6位)
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((22))  海海外外へへのの商商流流構構築築等等とと⾷⾷産産業業のの海海外外展展開開のの促促進進  
アア  海海外外へへのの商商流流構構築築、、ププロロモモーーシショョンンのの促促進進  
((GGFFPP 等等をを通通じじたた輸輸出出⽀⽀援援))  

GFP の Web サイトを通じて登録すると、専⾨家による無料の輸出診断や輸出商社の紹
介、登録者同⼠の交流イベントへの参加等のサービスを受けることができ、その登録者数
は令和２(2020)年度末時点で 4,572 件となっています。このうち輸出診断の対象者である
農林⽔産物・⾷品事業者は 2,622 件となっており、令和 2(2020)年度においては、261 件
に輸出診断(うち、訪問診断 76 件)を⾏いました。また、オンラインによる交流会を開催し、
海外バイヤー等から登録者に対し現地マーケット情報等を共有したほか、GFP による農林
⽔産物・⾷品事業者と商社等のマッチングを⾏いました。 

さらに、JETRO による国内外の商談会の開催や、海外⾒本市への出展⽀援等において、
輸出者への総合的な⽀援を⾏ったほか、⽇本⾷品海外プロモーションセンター(JFOODO)
により、国・地域及び品⽬を絞り込み、売り込むべきメッセージを明確にした重点的・戦
略的なプロモーションを実施しました。また、団体・⺠間事業者等により、輸出拡⼤が期
待される具体的な分野・テーマについて、欧⽶やアジアでの花き等の海外市場の開拓・拡
⼤に向けた取組を⽀援しました。 

 
 

図表 1-4-6 令和 2(2020)年度に採択された GFP グローバル産地 

資料：農林⽔産省作成 

北海道

⻘森

岩⼿

宮城

秋⽥

⼭形

福島

茨城
栃⽊群⾺

埼⽟

千葉東京
神奈川

新潟

富⼭⽯川
福井

⼭梨
⻑野

岐⾩

静岡
愛知

三重

滋賀京都

⼤阪

兵庫

奈良

和歌⼭

⿃取
島根 岡⼭
広島

⼭⼝

徳島

⾹川

愛媛
⾼知

福岡
佐賀

⻑崎
熊本

⼤分

宮崎
⿅児島

沖縄

1 帯広市川西農業協同組合 ながいも

2 北海道産米輸出促進協議会 米

3 十勝清水町農業協同組合 にんにく

4 オホーツク網走農業協同組合 ながいも

5 北海道チクレン農業協同組合連合会 牛肉

6 新ブランド農産物生産組合　あっさぶ　農匠 南瓜

北北海海道道ブブロロッックク（（６６産産地地））

北海道

16 下妻市果樹産地協議会 梨

17 なめがたしおさい農業協同組合 かんしょ

18 千葉県 (株)和郷 かんしょ

19 みなみ信州農業協同組合 市田柿

20 あっぷるぼういず りんご

21 ながの農業協同組合 ぶどう・りんご

22 静岡県温室農業協同組合　クラウンメロン支所 メロン

23 静岡オーガニック抹茶(株) 茶

24 青羽根製茶生産組合茶工房たくみ 茶

25 大塚製茶(株) 茶

26 MATCHA　KAORI　JAPAN(株) 茶

茨城県

長野県

静岡県

関関東東ブブロロッックク（（1111産産地地））

27 新潟県 新発田市米輸出促進協議会 米

28 富山県 (有)グリーンパワーなのはな 米・米加工品

29 (株)エコファームみかた 梅酒

30 (株)アジチファーム 米加工品
福井県

北北陸陸ブブロロッックク（（４４産産地地））

31 飛騨ミート農業協同組合連合会 牛肉

32 岐阜県農林水産物輸出促進協議会 柿、いちご

33 三重県 三重みかん輸出産地形成プロジェクト みかん

東東海海ブブロロッックク（（３３産産地地））

岐阜県

34 京都府 京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会 京野菜、梨

35 大阪府 大阪府・大阪府立環境農林水産総合研究所 ブドウ（ワイン）

36 和歌山県 紀北川上農業協同組合 柿

近近畿畿ブブロロッックク（（３３産産地地））

37 岡山県 全農岡山県本部 桃、ぶどう

38 (株)農家ソムリエーず かんしょ・加工品

39 (株)阪東食品 かんきつ果汁

40 西地食品(有) かんきつ果汁

41 徳島魚市場(株) 鮮魚

42 えひめ愛フード推進機構 盆栽

43 愛南漁業協同組合 マダイ、他

44 愛媛県 スマ

45 高知県 JA高知市三里園芸部 花（グロリオサ）

徳島県

中中国国四四国国ブブロロッックク（（９９産産地地））

愛媛県

46 福岡県 九州農産物通商(株) 柿

47 佐賀県 うれしの茶グローバル産地協議会 茶

48 (株)アグリ・コーポレーション かんしょ・加工品

49 対馬水産(株) 穴子

50 くまもと農業成長産業協同組合 青紫蘇・加工品

51 (株)イチゴラス いちご

52 みやざき『食と農』海外輸出促進協議会 きんかん

53 (株)くしまアオイファーム かんしょ

54 宮崎県漁業協同組合連合会 ぶりフィレ

55 (株)ミヤチク 牛肉

56 ジャパンキャビア(株) キャビア

57 みやざき地頭鶏事業協同組合 鶏肉

58 (株)かぐらの里 ゆず加工品

59 (株)高千穂ムラたび 甘酒、米菓

60 鹿児島県経済連 抹茶

61 鹿児島県経済連 きんかん

62 鹿児島県経済連 かんしょ

63 鹿児島堀口製茶(有) 茶

鹿児島県

宮崎県

九九州州ブブロロッックク（（1188産産地地））

長崎県

熊本県

7 青森県 青森県漁業協同組合連合会 ホタテ加工品

8 いわて農林水産物国際流通促進協議会 りんご

9 いわて農林水産物国際流通促進協議会 牛肉

10 南気仙沼水産加工事業協同組合 サメ肉

11 (株)ヤマナカ 牡蠣

12 秋田県 大潟村農産物・加工品輸出促進協議会 米・米加工品

13 庄内たがわ農業協同組合 柿

14 河北町 イタリア野菜

15 朝日町果樹組合連絡会議 りんご

宮城県

東東北北ブブロロッックク（（９９産産地地））

岩手県

山形県
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((⽇⽇本本産産⾷⾷材材やや⽇⽇本本⾷⾷のの普普及及))  

海外における⽇本⾷レストランの数については、令和元(2019)年は約 15 万６千店と、
平成 25(2013)年の３倍近くに増加しており、近年、海外での⽇本⾷・⾷⽂化への関⼼が⾼
まっていることがうかがわれます。 

農林⽔産省は、急増している海外の⽇本⾷レストラン等を⽇本産⾷材の輸出拠点として
継続的に活⽤していくため、⺠間が主体となり⽇本産⾷材を積極的に使⽤する海外の飲⾷
店や⼩売店を「⽇本産⾷材サポーター店」として認定する制度を平成 28(2016) 年度に創
設しました。令和２(2020)年度末時点で、前年度に⽐べて 1,293 店増加の 6,069 店が認定
されています(図図表表 11--44--77)。 

また、令和 2(2020)年には、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、海外における
⽇本産⾷材を取り扱っている飲⾷店等が⼀時閉店等の対応を強いられ、海外における⽇本
産⾷材の需要が激減しました。このため、農林⽔産省の補助事業により、JETRO が⽇本
産⾷材サポーター店等と協⼒して⽇本産⾷材の魅⼒を訴求するプロモーションを実施しま
した。 

 

PPRR イイベベンントトのの様様⼦⼦（（上上海海））  PPRR ⽤⽤特特設設ペペーージジ（（タタイイ）） 
  キキャャンンペペーーンン PPRR ⽤⽤ポポススタターー  

（（ベベトトナナムム）） 
  

 
⿅児島県薩摩

さ つ ま
半島
はんとう

の最南端に位置する指宿市
い ぶ す き し

にある⼤吉
だいきち

農園
のうえん

で
は、キャベツを中⼼に⽣産するほか、裏作の枝⾖を出荷・加⼯し
ています。輸出に関⼼があり、平成 30(2018)年 11 ⽉に GFP に登
録しました。 

GFP のサポートのうち輸出診断を活⽤して、輸出商社に係る助
⾔や輸出商社の紹介等を受けたことをきっかけに、マカオの百貨
店で開催された⿅児島物産展でのフリーズドライ枝⾖の出展やシ
ンガポール、⾹港、タイの⼩売店でのキャベツの販売が決まるな
ど、輸出への道が急に開けました。「⼤吉農園のキャベツは、果物
を思わせるほど⽢くておいしい」との評判が現地で広まり、令和
2(2020)年には新たに台湾や⾹港で引き合いがありました。更に輸
出を拡⼤するため、近隣農家と連携するなどして、キャベツの農
地⾯積の拡⼤を図っています。 

今後はキャベツを含めた他の産品の更なる海外販路の開拓を⽬
指しています。 

((事事例例))  GGFFPP でで輸輸出出診診断断がが⾏⾏わわれれ輸輸出出がが実実施施さされれたた事事例例((⿅⿅児児島島県県))  

  
⼤⼤吉吉
おおよし

枝枝
え

美美
み

ささんん  
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((⽇⽇本本⾷⾷・・⾷⾷⽂⽂化化のの発発信信のの担担いい⼿⼿をを育育成成))  

農林⽔産省は⽇本⾷・⾷⽂化の海外発信を強化するため、海外の外国⼈料理⼈の⽇本料
理に関する知識・調理技能を習得度合いに応じて認定する「⽇本料理の調理技能認定制度」
を平成 28(2016)年度に創設しました。令和 2(2020)年度末時点で、前年度に⽐べて 344 ⼈
増加の 1,719 ⼈が認定されています。 

また、海外の外国⼈料理⼈が⽇本料理の知識や調理技能、おもてなしの精神等を⽇本国
内で学ぶ研修を⽀援しており、本研修では、「⽇本料理の調理技能認定制度」の認定も⾏っ
ています。なお、本年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、研修⽣を 招

しょう
聘
へい

する
ことが困難であったことから、海外在住の多くの料理⼈等を対象にオンラインによる研修
を実施しました。これまでの本研修の修了⽣の⼀部は、⺟国で⽇本料理講習会や⽇本⾷イ
ベントを開催するなど、⽇本⾷・⾷⽂化の普及に寄与しています。 

さらに、⽇本⾷・⾷⽂化の魅⼒を広く国内外に効果的に PR するため、平成 26(2014)
年度から、海外の⽇本⾷レストラン等に対してアドバイスを⾏う国内外の⽇本料理関係者
を「⽇本⾷普及の親善⼤使」として任命しており、令和 2(2020)年度末時点で 145 ⼈が任
命されています。「⽇本⾷普及の親善⼤使」は、独⾃で⾏う⽇本⾷・⾷⽂化の普及活動のほ
か、令和 2(2020)年度はオンライン開催となった外国⼈による⽇本料理コンテストの審査
員等を務めました。 
 

((訪訪⽇⽇外外国国⼈⼈旅旅⾏⾏者者のの⽇⽇本本滞滞在在時時のの⾷⾷にに関関すするる体体験験をを促促進進))  
訪⽇外国⼈旅⾏者の⽇本滞在時の⾷に関する体験をきっかけとした⽇本産⾷材の需要拡

⼤・輸出促進を⽬的として、農林⽔産省は平成 30(2018)年に「⾷かけるプロジェクト」を
⽴ち上げました。本プロジェクトでは、⾷と芸術や歴史等、異分野の活動を掛け合わせた
体験を通じて、訪⽇外国⼈旅⾏者の⽇本⾷への関⼼を⾼めるとともに、帰国後も我が国の
⾷を再体験できる環境の整備を推進しています。本プロジェクトの⼀環として、⾷と異分
野を掛け合わせた⾷体験を募集・表彰する「⾷かけるプライズ」を実施し、令和 2(2020)
年 10 ⽉に⼤賞等 15 件を決定しました。表彰事例については、旅⾏商品 Web サイトへの
掲載や体験商品としての磨き上げを⽀援しています。 

 
 

図表 1-4-7 ⽇本産⾷材や⽇本⾷にかかる認定等の実績 

資料：農林⽔産省作成 
 注：令和 2(2020)年度末時点の数値 

(単位：店、⼈)
欧州 アフリカ アジア 中東 ⼤洋州 北⽶ 中南⽶ ⽇本 合計

⽇本産⾷材サ
ポーター店

700 0 4,236 69 138 603 323 - 6,069

⽇本料理の調理
技能認定取得者

173 6 1,337 7 13 137 46 - 1,719

⽇本⾷普及の親
善⼤使

31 1 22 5 6 12 10 58 145
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イイ  ⾷⾷産産業業のの海海外外展展開開のの促促進進  
((広広くく海海外外需需要要をを獲獲得得しし、、「「稼稼ぎぎ」」のの機機会会をを増増加加))  

成⻑著しいアジア地域等で、農林⽔産物・⾷品の輸出のみならず、⾷産業の戦略的な海
外展開を通じて広く海外需要を獲得していくことは、国内⽣産者の販路や稼ぎの機会を増
やしていくことにつながります。このため、農林⽔産省では、平成 26(2014)年度に、⺠間
企業や関係機関・団体等からなるグローバル・フードバリューチェーン(GFVC)推進官⺠
協議会を設置し、農林⽔産物の⽣産から製造・加⼯、流通、消費に⾄る付加価値の連鎖を
グローバルに構築すべく、諸課題の検討や情報の共有、ビジネスマッチング等を⾏ってい
ます。 

令和２(2020)年度においては、11 ⽉に同協議会に中南⽶部会を新設し、世界最⼤の約
210 万⼈の⽇系⼈社会を有する同地域への⽇本産農産物・⾷品の輸出促進の加速化や、我
が国の穀物等の安定的供給元であるブラジルに関し、ブラジル政府が優先的な開発地域と
している北東部の⽣産・流通体制の構築に向けた課題等について、農林⽔産省、国内企業
が意⾒交換を⾏いました。 

国際的にもデータを活⽤した農業への注⽬が⾼まっていることや、スマート農業が環境
対策としても期待されていることから、令和 3(2021)年２⽉には、同協議会に分野別研究
会「スマートフードチェーン」を⽴ち上げ、稲作や施設園芸等、我が国が強みを有する分
野のスマート農業技術の海外への導⼊や、⽣産から加⼯、流通、消費までのデータ連携の
構築等について官⺠で議論を⾏いました。⽇本企業が海外展開していくことを通じ、更な
る技術の改善や量産化によるコスト低減等が図られれば、こうした技術の活⽤等を通じて
国内のスマート農業の発展にも貢献するものと期待されます。同⽇開催されたアフリカ部
会でも、令和 4(2022)年開催予定の第 8 回アフリカ開発会議(TICAD8)を⾒据えて、ICT1技
術を活⽤したアフリカ農業のイノベーションの具体的な進め⽅等について議論を⾏いまし
た。 

また、令和２(2020)年度には、６か国と⼆国間対話等を実施しており、例えば、同年８
⽉には、⼤洋州のパラオ共和国との間で農業協⼒に関するテレビ会議を開催、同国内に⽇
本の⺠間企業等の技術を活⽤して新鮮な野菜や果物の供給体制を構築できないかという観
点から意⾒交換を⾏いました。同年 10 ⽉に開催された第６回⽇仏農政ワーキンググルー
プにおいては、⽇本企業によるフランスへの投資促進に係る⼀元的な相談窓⼝の設置や、
両国の農業⾼校が参加するオンライン会議の開催、フランスで開催予定の⿂の活け締め普
及セミナーへのフランス政府関係者の招待等、今後とも農業・⾷品産業分野における協⼒
を進めることで⼀致しました。 

 

 
1 ⽤語の解説3(2)を参照 
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さらに、同年 12 ⽉には、⽇ベトナム両国の農業⼤⾂の出席の下、第 5 回⽇越農業協⼒

対話ハイレベル会合及び官⺠フォーラムをテレビ会議⽅式で開催し、⺠間企業の投資促進
を図る観点から、園芸作物産地での⾷品加⼯分野の協⼒や、ハノイ、ホーチミン等の⼤都
市近郊での物流インフラ整備や農産物の規格認証に関する協⼒等を深化させていくことを
確認しました。 
 

 
((33))  知知的的財財産産のの保保護護  
アア  地地理理的的表表⽰⽰((GGII))保保護護制制度度  
((GGII 保保護護制制度度のの登登録録産産品品はは 110066 産産品品ととななりり着着実実にに増増加加))  

地理的表⽰(GI)保護制度は、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
する仕組みです。同制度に産品を登録することで、模倣品が排除されるほか、登録⽣産者
団体が⾃らの産品の価値を再認識することができるなどの効果が期待されています。 

令和 2(2020)年度は、新たに 12 産品が同制度に登録され、これまでに登録された産品は、
同年度末時点で、40 都道府県と 2 か国の計 106 産品となりました(図図表表 11--44--88)。 

また、⽇ EU・EPA1により、⽇本側 GI72 産品、EU 側 GI89 産品が、令和 3(2021)年 1
⽉ 1 ⽇に発効した⽇英 EPA により⽇本側 GI47 産品、英国側 GI3 産品が相互に保護され
ています。 

 

 
1 ⽤語の解説3(2)を参照 

「「次次期期⽇⽇越越農農業業協協⼒⼒中中⻑⻑期期ビビジジョョンン」」
へへのの署署名名  

試試験験導導⼊⼊さされれたた⽇⽇本本式式⾼⾼度度選選果果機機  
資料：JICA(独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構) 

我我がが国国企企業業がが合合弁弁会会社社をを通通じじてて
建建設設ししたた冷冷凍凍冷冷蔵蔵倉倉庫庫  

兵兵庫庫県県⽴⽴農農業業⾼⾼校校ととワワイインンゼゼンンハハイイムム
農農業業⾼⾼校校((フフラランンスス))ののオオンンラライインン会会議議  

北北海海道道⼤⼤野野農農業業⾼⾼校校のの⽣⽣徒徒  
がが描描いいたたフフラランンススのの農農業業⾼⾼校校⽣⽣
ととのの交交流流ををイイメメーージジししたた漫漫画画 
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イイ  家家畜畜遺遺伝伝資資源源保保護護  
((和和⽜⽜遺遺伝伝資資源源のの管管理理･･保保護護ののたためめのの新新制制度度がが開開始始))  

和⽜は、関係者が⻑い年⽉をかけて改良してきた我が国固有の貴重な財産であることか
ら、国内の関係団体等は「和⽜遺伝資源国内活⽤協議会」を設⽴し、和⽜遺伝資源の輸出
⾃粛等の取組を⾏ってきました。 

しかし、平成 30(2018)年６⽉、和⽜遺伝資源である家畜⼈⼯授精⽤精液や受精卵が輸出
検査を受けずに中国に持ち出され、中国当局において輸⼊不可とされた輸出未遂事案が確
認されたことから、我が国における和⽜遺伝資源の保護を求める声が⾼まりました。 

このような情勢を踏まえ、農林⽔産省は、学識経験者や関係団体等から構成する「和⽜
遺伝資源の流通管理に関する検討会」を開催し、流通管理の在り⽅や知的財産としての価
値の保護の可能性について検討を進め、令和元(2019)年７⽉には中間とりまとめが⽰され
ました。また、同年 10 ⽉には、同検討会の下に、法曹実務家、知的財産に関する専⾨家、
オブザーバーとして関係省庁を加えた「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」が開催され、保護強化に向けた課題・対策と知的財産制度上の位置付けの可
能性について検討し、令和２(2020)年１⽉に中間とりまとめが⽰されました。これらの中
間とりまとめの内容を踏まえ、同年３⽉に改正家畜改良増殖法案と家畜遺伝資源法案1が国
会に提出され、同年 4 ⽉に可決・成⽴し、同年 10 ⽉に施⾏されたことにより、和⽜遺伝
資源の管理･保護のための新制度が開始されました(図図表表 11--44--99)。 

改正家畜改良増殖法により、家畜⼈⼯授精所等以外で保存されている家畜⼈⼯授精⽤精
液等の他⼈への譲渡が禁⽌されるなど、家畜遺伝資源の不適正な流通を防⽌するための関
係規程が整備されました。また、家畜遺伝資源法により、和⽜遺伝資源について、知的財
産としての価値の保護を図るため、契約に違反した使⽤や譲渡等に対して差⽌請求や損害

 
1 正式名称は「家畜改良増殖法の⼀部を改正する法律案」と「家畜遺伝資源に係る不正競争の防⽌に関する法律案」 

図表 1-4-8 令和 2(2020)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 

物部ゆず
(高知県)

網走湖産しじみ貝
(北海道)

福山のくわい
(広島県)

富山干柿
(富山県)

山形ラ・フランス
(山形県)

徳地やまのいも
(山口県)

えらぶゆり
(鹿児島県)

西浦みかん寿太郎
(静岡県)

河北せり
(宮城県)

清水森ナンバ
(青森県)

甲子柿
(岩手県)

ルックガン ライチ
(ベトナム)
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賠償請求を⾏うことが可能となるとともに、悪質な不正⾏為に対しては刑事罰が適⽤され
るようになりました。 

 

 

図表 1-4-9 和⽜遺伝資源の管理･保護のための新制度 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 新制度のうち、特に精液や受精卵の適正な流通の確保を必要とするものとして農林⽔産⼤⾂が指定する特定家畜⼈⼯授精⽤精液

等に係る制度の概要(①は改正家畜改良増殖法、②は家畜遺伝資源法) 
2) 家畜遺伝資源⽣産事業者とは、種雄⽜等の家畜から精液・受精卵を採取・⽣産し、供給する家畜⼈⼯授精所等を指す。 
3) 家畜⼈⼯授精所とは、家畜の精液・受精卵を⽣産・保管する施設であり、開設には都道府県知事の許可が必要 
 

畜産農家

（自家利用）

国・県
家畜人工授精所以外
（ブローカー、農家）

家畜人工授精所

××

不不正正利利用用

①

②

家畜人工授精所
（種雄牛の飼養者）

家畜人工授精所

（国内利用を条件

とする売買契約） （国内利用を条件とする売買契約）

家畜⼈⼯授精所に業業務務
状状況況のの定定期期報報告告等等を義
務化

第三者の不正利⽤に対する差差⽌⽌請請求求、、損損害害賠賠償償等等

詐欺等による悪悪質質なな不不正正⾏⾏為為にに対対ししててはは、、刑刑事事罰罰をを措措置置
個⼈：10年以下の懲役、１千万円以下の罰⾦（併科可）
法⼈：３億円以下の罰⾦

××
①

容器 (ス トロ ー）へ
の種種雄雄⽜⽜名名等等のの表表⽰⽰
をを義義務務化化

①

譲渡不可（家畜人
工授精所以外での
保存禁止を明文
化）

譲譲渡渡不不可可（（家家畜畜
⼈⼈⼯⼯授授精精所所以以外外
ででのの保保存存禁禁⽌⽌をを
明明⽂⽂化化））

精液・受精卵の譲渡等
記録を義務化
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第第 55 節節  消消費費者者とと⾷⾷・・農農ととののつつななががりりのの深深化化  

 
 
消費者や⾷品関連事業者に積極的に国産農林⽔産物を選択してもらえるようにするため

には、消費者と農業者・⾷品関連事業者との交流を進め、消費者が⽇本の⾷や農を知り、
触れる機会の拡⼤を図ることが重要です。また、平成 25(2013)年の和⾷⽂化のユネスコ無
形⽂化遺産登録を踏まえた次世代への和⾷⽂化の継承や海外での和⾷の評価を更に⾼める
ための取組等も重要です。 

本節では、これらの課題に対応した、消費者と⾷と農とのつながりの深化を図るための
様々な取組を紹介します。 

 
((11))  地地産産地地消消のの推推進進とと国国産産農農林林⽔⽔産産物物のの消消費費拡拡⼤⼤  
((地地産産地地消消のの取取組組のの推推進進))  

地域で⽣産された農林⽔産物をその地域内において消費する地産地消1の取組を推進す
ることは、国産農林⽔産物の消費拡⼤につながるほか、地域活性化や⾷品の流通経費の削
減等にもつながります。 

平成 23(2011)年度に策定された地産地消にかかる基本⽅針2においては、年間販売⾦額
が１億円以上の通年営業の農産物直売所の割合を令和 2(2020)年度までに 50％以上にする
という⽬標が掲げられているところ、令和元(2019)年度の割合は、前年度に⽐べ 1.4 ポイ
ント上昇して 25.9％となりました(図図表表 11--55--11)。 

また、令和元(2019)年度の農産物直売所の総販売⾦額は、前年度に⽐べ 2.4％減少し 1
兆 534 億円となりました。内訳を⾒ると、運営主体が農業協同組合(以下「農協」という。)
等である農産物直売所の年間販売⾦額が 8,780 億円と全体の 8 割を占めています。農協を
始めとする年間販売⾦額の⼤きい事業体が農産物直売所の総販売⾦額を牽引

けんいん
しているこ

とがうかがわれます。 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 農林⽔産省「農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林⽔産物の利⽤の促進に関する基本⽅針」 
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学校給⾷については、学校給⾷法により、地場産の農林⽔産物の活⽤に努めることや⾷

育を推進すること等とされています。しかし、実際には地場産の農林⽔産物の利⽤を増や
そうとしても、⾷材費の上昇分を給⾷費に転嫁しにくいことや⼀定の規格等を満たした量
を不⾜なく納⼊することが求められているなど課題も多い状況となっています。 

こうした課題に対応するため、農林⽔産省では、学校給⾷の現場と⽣産現場の双⽅のニ
ーズや課題の調整役となる「地産地消コーディネーター1」を学校の給⾷施設等に派遣する
などの事業を実施してきました。引き続き、これらの取組を更に発展させていくことで地
場産の農林⽔産物の利⽤拡⼤を図っていきます(図図表表 11--55--22)。 

 

 
 
 
 
 

 
1 栄養教諭、⽣産者組織代表、農協、コンサルタント、企業、⾏政等 

図表 1-5-2 学校給⾷における地場産物・国産⾷材の利⽤状況 

資料：⽂部科学省「学校給⾷における地場産物の活⽤状況調査」、「学校給⾷栄養報告」を基に農林⽔産省作成 
注：＊⾷育基本法に基づく第 3 次⾷育推進基本計画(平成 28(2016)年 3 ⽉策定)における⽬標値 

 

（単位：％）
平成24年度

(2012)
29

(2017)
30

(2018)
令和元
(2019)

令和2(⽬標)＊
(2020)

地場産物 25.1 26.4 26.0 26.0 30.0以上
国産⾷材 76.8 76.7 76.0 77.1 80.0以上

図表 1-5-1 農産物直売所の販売状況 

資料：農林⽔産省「6 次産業化総合調査」  
注：1) １億円以上の割合は、通年営業で常設施設利⽤の農産物直売所 

2) 「農協等」は、農協、地⽅公共団体・第３セクター、⽣産者グループ等 
 

(年間販売⾦額が 1 億円以上の 
  通年営業の農産物直売所の割合) 

(農産物直売所の総販売⾦額) 

20.7 21.3 21.5
24.5

25.9

0

10

20

30
％

平成27年度
(2015)

28
(2016)

29
(2017)

30
(2018)

令和元
(2019)

1,527 1,701 1,801 1,812 1,754

8,446 8,623 8,990 8,978 8,780

9,974 10,324 10,790 10,789 10,534

0

5,000

10,000

15,000
うち農業経営体

億円

平成27年度
(2015)

28
(2016)

29
(2017)

30
(2018)

令和元
(2019)

うち農協等
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((国国産産農農林林⽔⽔産産物物のの消消費費拡拡⼤⼤にに向向けけたた取取組組のの推推進進))  
農林⽔産省の国産農林⽔産物の消費拡

⼤に向けた取組としては、⺠間企業・団体・
⾏政等が⼀体となった国⺠運動「フード・
アクション・ニッポン1」を進めています。 

この取組の⼀環で、国産農林⽔産物の消
費拡⼤に寄与する⺠間事業者の優れた産品
を表彰する「フード・アクション・ニッポ
ン アワード」を毎年開催し、令和２(2020)
年度は⼊賞 100 産品、その中から受賞 10 産品、特別賞６産品が選定されました。受賞産
品は、審査委員企業である⼤⼿百貨店、流通、外⾷事業者、宿泊サービス等 10 社の販路
を通じて販売されています。 

令和 2(2020)年は新たな取組として、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている料
理⼈と産地が「ワンチーム」となって、地域の⾷材を活⽤した新たな産品、メニュー等を
開発する優れた取組を表彰し、取組の全国展開を図る「味の匠応援プロジェクト」を実施
しました。応募総数 45 グループの中から３グループが優れた取組として選定されました。 

また、毎年 11 ⽉を「⾷と農林漁業の祭典」の⽉間と位置付けてイベントを開催してい
ます。この取組の⼀環として、我が国の農産物や観光、体験の発信に加え、その産地の⾷
や⾷⽂化の魅⼒、ヒストリーを伝え、モノだけでなくコトに触れることができるイベント
「ジャパンハーベスト」を、毎年、東京都丸

まる
の内

うち
において開催していましたが、令和 2(2020)

年は新型コロナウイルスの感染防⽌の観点から、オフィシャル Web サイトを開設し、オ
ンラインによるイベントとして開催しました。また、これに併せてオフィシャル YouTube2 
チャンネルを開設し、国産農林⽔産物を育む農林⽔産省や地域の取組、国産農林⽔産物を
利⽤した料理番組等、様々なコンテンツを配信しました。 

 
((22))  和和⾷⾷⽂⽂化化のの保保護護・・継継承承  
((和和⾷⾷⽂⽂化化のの保保護護・・継継承承にに向向けけたた取取組組))  

令和 2(2020)年度に実施した⾷育に関する意識調査3では、地域や家庭で受け継がれてき
た伝統的な料理や作法等を受け継ぎ、伝えている国⺠の割合は 50.4％、いわゆる郷⼟料理
や伝統料理（⾃⾝の⽣まれ育った地域や現在住んでいる地域に限定せず、旅先や外⾷先な
ど⽇本全国の郷⼟料理や伝統料理を含む）を⾷べる頻度について、「⽉に１回以上」と回答
した⼈は 44.6％との結果が得られています。 

「和⾷；⽇本⼈の伝統的な⾷⽂化」4が平成 25(2013)年 12 ⽉にユネスコ無形⽂化遺産に
登録されましたが、近年における⾷の多様化や家庭環境の変化等を背景に、和⾷や地域の
伝統的な料理(郷⼟料理)を受け継ぎ、伝えることが困難になりつつあります。 

このような背景を踏まえ、農林⽔産省は、全国各地で受け継がれてきた地域固有の多様
な⾷⽂化を地域で保護し、次世代に継承していくことを⽬的として、各地域が選定する郷
⼟料理の歴史や由来、レシピ等を取りまとめたデータベース「うちの郷⼟料理〜次世代に

 
1 ⽇本の⾷を次の世代に残し、創るために、国産農林⽔産物の消費拡⼤を⽬指した取組 
2 インターネット上での動画共有サービスの⼀つ 
3 農林⽔産省「⾷育に関する意識調査」(令和3(2021)年3 ⽉公表、全国の20 歳以上の者5,000 ⼈を対象として実施した郵送及びイ

ンターネットによる調査、有効回収率47.9％) 
4 ⽤語の解説３(1)を参照 

フフーードド・・アアククシショョンン・・ニニッッポポンンアアワワーードド 22002200
ににおおいいてて受受賞賞ししたた 1100 産産品品  
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伝えたい⼤切な味〜」を令和元(2019)年度から公開しています。令和 2(2020)年度は、17
県の情報を追加し、27 道府県の郷⼟料理に関する情報を発信しています。令和 3(2021)年
度末までに 47 都道府県全ての郷⼟料理を掲載する予定であり、家庭での調理や外⾷での
メニュー化等に活⽤されることが期待されます。 

また、栄養⼠・保育⼠等を対象に、⼦供
たちや⼦育て世代に対して和⾷⽂化の継承
活動を⾏う中核的な⼈材を育成するための
研修会等を開催しました。さらに、次世代
を担う⼦供たちを対象に、和⾷や郷⼟料理
に関するイベント(動画コンテスト、フォト
コンテスト)として、「第５回全国⼦ども和
⾷王選⼿権」を開催し、動画コンテストで
は岐⾩県の岐⾩市⽴⻑良

な が ら
⼩学校(5 年⽣)が

「おいしい！みんなのへぼ飯」で和⾷王に
輝きました。また、フォトコンテストにおいても、優秀賞として 10 組が⼊賞しました。 

このほか、味覚が形成される幼少期の⼦供や⼦育て世代に、⾝近・⼿軽に、健康的な和
⾷を⾷べる機会を増やしてもらい、将来にわたって和⾷⽂化を受け継いでいくことを⽬指
し、平成 30(2018)年度から官⺠協働の「Letʼs！和ごはんプロジェクト」に年間を通じて
取り組んでいます。特に「和⾷の⽇」(11 ⽉ 24 ⽇)を含む 11 ⽉を「和ごはん⽉間」として、
プロジェクトメンバー間の連携企画、各種イベント等を重点的に実施しました。このプロ
ジェクトには、⾷品製造業者、流通業者、外⾷事業者等が参加しており、令和 3(2021)年
３⽉時点の総数は、175 事業者となっています。 

 

 
 
 
 

 
宮崎県⼩林市

こ ば や し し
では、「学校給⾷での地場産品の活⽤と地域の⾷⽂化

の継承を⾏う」ことを⽬標に、学校給⾷による郷⼟料理の提供や、料
理教室等で郷⼟料理や健康料理を学ぶ機会を創出しています。 

特に⼩・中学⽣とその保護者を対象とする活動では、⾷⽣活改善推
進員等が講師となり、⼩・中学⽣とその保護者に、郷⼟料理である「冷
や汁」や「ねったぼ(さつまいももち)」の名前の由来を伝えるととも
に、料理講習を⾏っています。 

参加者からは、「楽しかった。家でも作ってみたい。」や「郷⼟料理
を学ぶことで、地域の農林⽔産物や⾷⽂化を知って、⼩林市が恵まれ
た環境にあることに気づいた。」等の意⾒があり、郷⼟料理の再認識
につながりました。 

同市では、これからも⾷⽂化の継承のため、親⼦のふれあいや地元
の魅⼒の再発⾒につながる取組を続けていく予定です。 
 

夏夏休休みみ親親⼦⼦チチャャレレンンジジ講講座座
のの⾵⾵景景  
資料：宮崎県⼩林市 

((事事例例))  体体験験をを通通じじてて「「⾷⾷」」をを学学ぼぼうう((宮宮崎崎県県))  

第第 55 回回全全国国⼦⼦どどもも和和⾷⾷王王選選⼿⼿権権のの様様⼦⼦  
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((ここれれかかららのの⾷⾷⽂⽂化化のの保保護護・・継継承承、、新新たたなな価価値値創創造造にに向向けけたた検検討討のの開開始始))  
我が国の「⾷⽂化」は世界でも関⼼が⾼まってきており、これまでも政府として「⾷⽂

化」を含めた⽇本の魅⼒を世界に発信してきました。 
農林⽔産省では、時代の変化に応じた和⾷⽂化の保護・継承策や、海外への⽇本の⾷⽂

化の発信・普及等、新たな価値の創出の在り⽅について検討するため、令和 2(2020)年９
⽉から、⾷料・農業・農村政策審議会企画部会の下に、⾷⽂化振興⼩委員会を設置し、全
６回の会合における議論を経て、今後５年程度の政策の⽅向性を取りまとめました。 

また、⽂化庁においても、同年 9 ⽉から⽂化審議会⽂化政策部会⾷⽂化ワーキンググル
ープを設置し、全５回会合を開催し、⾷⽂化政策の基本的考え⽅や⽂化財保護法に基づく
「⾷⽂化」の保存・活⽤を始めとする具体的な振興⽅策について取りまとめました。 

これらの検討を踏まえ、農林⽔産省は、⽂化庁における⾷の⽂化的価値の可視化の取組
と連携し、和⾷が持つ⽂化的価値の発信を進めるほか、⽇本⾷・⾷⽂化の海外普及を⽇本
産農林⽔産物・⾷品の⼀層の輸出拡⼤につなげることとしています。 

 
((33))  消消費費者者とと⽣⽣産産者者のの関関係係強強化化  
  ((国国産産農農林林⽔⽔産産物物のの魅魅⼒⼒をを消消費費者者にに届届けけるる「「BBUUZZZZ  MMAAFFFF」」がが開開始始))  

国産農林⽔産物等の魅⼒を発信する取組として、農林⽔産省の職員が YouTuber となる
省公式 YouTube チャンネル「BUZZ

ば ず
 MAFF

ま ふ
」が令和 2(2020)年 1 ⽉から始まっています。 

令和 2(2020)年度では、番組の⼀つ「TASOGARE」において、松岡
まつおか

さんが新型コロナ
ウイルス感染症による緊急事態宣⾔を受けた国⺠向け⼤⾂メッセージの動画にアフレコし、
買物の際に気をつけていただきたいポイントについて、消費者の関⼼を⾼めるための⼯夫
を盛り込みながら分かりやすく発信しました。また、GI(地理的表⽰保護制度)や⾷品ロス
の削減について、ラップで歌って説明した動画を発信しています。 

このほかにも、「花いっぱいプロジェクト」、「プラスワンプロジェクト」といった様々な
取組とのコラボ動画を作成し、⽜乳や花きの消費拡⼤を広く呼びかけており、⽣乳廃棄の
回避や花きの需要創出に対して国⺠の関⼼を⾼めることに貢献しました。 

また、Ｊリーグと共同で、地域の農林⽔産業への理解・関⼼が⾼まることを⽬指し、
「BUZZ MAFF」と「シャレン！1」とのコラボ動画「魅せろ！ファーマジスタ2」の配信
を開始しました。Ｊリーグクラブの選⼿、社員、サポーター達(ファーマジスタ)と「BUZZ 
MAFF」の⾯々とが、⽇本の農業、地域の農業の魅⼒について、語り合う番組を発信して
います。 

さらに、「BUZZ MAFF」YouTuber が、⾷料・農業・農村⽩書の内容から、消費者やビ
ジネスマン、学⽣にとっても参考となる情報をダイジェストにして紹介する動画を令和
2(2020)年 10 ⽉から発信しました。 

総再⽣回数は、１年２か⽉で 715 万回を突破し、チャンネル登録者数も 6 万 2 千⼈を超
えています。これからも我が国の農林⽔産物の良さや農⼭漁村の魅⼒等を伝える様々な動
画を投稿していく予定です。 

 

 
1 J リーグ・J リーグクラブが、地域の企業・地⽅公共団体・学校等と連携し、社会課題やまちづくり等の共通のテーマに取り組む活

動 
2 farmer とfantasista を合わせた造語で、サッカーと同じくらい、農業に情熱を注ぐJ リーグクラブの選⼿、社員、サポーターの⽅の

こと。 
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第第６６節節  ⾷⾷育育のの推推進進  
 

 

⾷育基本法は、⾷育に関し、基本理念を定め、国、地⽅公共団体等の責務を明らかにす
るとともに、⾷育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、⾷育に関する施策
を総合的かつ計画的に推進するため、平成 17(2005)年に制定されました。 

政府は、これまで 15 年にわたり、都道府県、市町村、関係機関・団体等多様な関係者
とともに連携を図りながら、現在及び将来にわたる健康で⽂化的な国⺠の⽣活と豊かで活
⼒ある社会の実現のため、健全な⾷⽣活を実践することができる⼈間を育てる⾷育を推進
してきました。本節では、⾷育の推進を図るための取組について紹介します。 

 
((第第 44 次次⾷⾷育育推推進進基基本本計計画画のの決決定定))  

令和 3(2021)年３⽉に、これまでの⾷育に関する取組の成果と課題を踏まえ、⾷育推進
会議において「第 4 次⾷育推進基本計画」が決定されました。令和 3(2021)年度から令和
7(2025)年度までのおおむね５年間を計画期間として、⾷育の推進に当たっての基本的な
⽅針や⽬標値を掲げるとともに、⾷育の総合的な促進に関する事項として取り組むべき施
策等が定められました(図図表表 11--66--11)。 

本計画においては、国⺠の健康や⾷を取り巻く環境の変化、社会のデジタル化等、⾷育
をめぐる状況を踏まえ、(1)⽣涯を通じた⼼⾝の健康を⽀える⾷育の推進、(2)持続可能な
⾷を⽀える⾷育の推進、(3)「新たな⽇常」やデジタル化に対応した⾷育の推進の三つに重
点をおいた取組を⾏うことが定められており、持続可能な世界の実現を⽬指すため、経済、
社会、環境の諸課題に統合的に取り組む SDGs1への関⼼が世界的に⾼まる中、⾷育の取組
においても、SDGs の考え⽅を踏まえて推進する必要があるとされています。 

⾷育の推進に当たっての新たな⽬標としては、「産地や⽣産者を意識して農林⽔産物・
⾷品を選ぶ国⺠を増やす」ことや、「環境に配慮した農林⽔産物・⾷品を選ぶ国⺠を増やす」
ことを新たに追加したほか、「学校給⾷における地場産物を活⽤した取組等を増やす」の⽬
標項⽬において、「栄養教諭2による地場産物に係る⾷に関する指導の平均取組回数」を⽬
標値に加えました。また、取り組むべき施策として、全ての児童⽣徒が、栄養教諭の専⾨
性を活かした⾷に関する指導を等しく受けられるよう、栄養教諭の役割の重要性やその成
果の普及啓発等を通じて、学校栄養職員3の栄養教諭への速やかな移⾏に引き続き努めると
ともに、栄養教諭配置の地域による格差を解消すべく、より⼀層の配置4を促進するとされ
ています。 

「令和元年国⺠健康・栄養調査」では、１⽇当たりの野菜類摂取量の平均値は 280.5g、
果実類摂取量の平均値は 100.2g でした(図図表表--11--66--22、図図表表 11--66--33)。「健康⽇本 21(第⼆次)」
で⽬標としている野菜摂取量 350g や、「毎⽇くだもの 200 グラム運動」で推奨している果
物摂取量 200g には、まだ到達していません。また、年齢階級別にみると、野菜類、果実
類ともに若い世代ほど摂取量が少なくなっています。「第４次⾷育推進基本計画」において

 
1 ⽤語の解説3(2)を参照 
2 児童⽣徒の栄養の指導及び管理をつかさどる教諭(学校教育法第37 条第13 項) 
3 学校給⾷の栄養に関する専⾨的事項をつかさどる職員(学校給⾷法第７条) 
4 都道府県別の栄養教諭の配置状況については、以下を参照。

https://www.mext.go.jp/content/20210115-mxt_kenshoku-100003340_1.pdf 
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も、野菜及び果物の摂取量に関する⽬標値を追加しました。引き続き、摂取量増加のため、
野菜や果物の安定供給とともに、消費者への普及・啓発の取組を推進していくことが重要
です。 
 

 

 

図表 1-6-2 野菜類摂取量の平均値の推移 

資料：厚⽣労働省「国⺠健康・栄養調査」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 野菜類とは、緑⻩⾊野菜、その他の野菜、野菜ジュース、漬け物 
  2) 20 歳以上の数値 
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図表 1-6-1 第４次⾷育推進基本計画における⾷育の推進に当たっての⽬標 

資料：農林⽔産省作成 
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((「「⽇⽇本本型型⾷⾷⽣⽣活活」」のの推推進進))  
農林⽔産省では、⾷育の⼀環として、栄養バランスに優れた「⽇本型⾷⽣活」を推進し

ています。 
「⽇本型⾷⽣活」とは、ごはんを中⼼に⿂、⾁、⽜乳・乳製品、野菜、海藻、⾖類、果

物、お茶など多様な副⾷(主菜・副菜)等を組み合わせた栄養バランスに優れた⾷⽣活のこ
とです。ごはんと組み合わせる副⾷等は、家庭での調理のみを前提とせず、冷凍⾷品やレ
トルト⾷品等も活⽤する形で普及を図っています。 

近年、⾷品製造業、⾷品⼩売業、外⾷産業を始めとした⾷品関連事業者等による⾷育活
動は、CSR(企業の社会的責任)活動の⼀環としてなど、様々な位置付けで取り組まれてい
ます。 

具体的な取組内容としては、⼯場・店舗の⾒学、製造・調理体験、農林漁業体験、料理
教室の開催のほか、店舗での⾷育体験教室の開催、出前授業、提供するメニューの栄養成
分表⽰や、⾷⽣活に関する情報提供等、幅広いものとなっています。 

毎年 6 ⽉の⾷育⽉間には、全国の地⽅公共団体において、ソーシャルメディアを活⽤し
たフォトコンテストの実施等、多様な活動が⾏われています。農林⽔産省では、令和
2(2020)年度に、ボランティア活動、教育活動、農林漁業、⾷品製造・販売等その他の事
業活動を通じた⾷育関係者の取組を対象として、「第 4 回⾷育活動表彰」を実施し、ボラ
ンティア部⾨、教育関係者・事業者部⾨において、個⼈・団体を含む 186 件の応募があり、
農林⽔産⼤⾂賞 7 件及び消費・安全局⻑賞 12 件の表彰を⾏いました。受賞者の取組の内
容を広く国⺠に周知し、⾷育を推進する優れた取組を全国に展開していくこととしていま
す。 

 

図表 1-6-3 果実類摂取量の平均値の推移 

資料：厚⽣労働省「国⺠健康・栄養調査」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 果実類とは、⽣果、ジャム、果汁・果汁飲料 
  2) 20 歳以上の数値 
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第第７７節節  国国際際的的なな動動向向等等にに対対応応ししたた⾷⾷品品のの安安全全確確保保とと消消費費者者のの信信頼頼

のの確確保保  
 
 
⾷品の安全性を向上させるためには、⾷品を通じて⼈の健康に悪影響を及ぼす可能性の

ある有害化学物質・微⽣物について、科学的根拠に基づいたリスク管理等に取り組むとと
もに、農畜⽔産物・⾷品に関する適正な情報提供を通じて消費者の⾷品に対する信頼確保
を図ることが重要です。本節では、国際的な動向等に対応した⾷品の安全確保と消費者の
信頼の確保のための取組を紹介します。 

 
((11))  科科学学のの進進展展等等をを踏踏ままええたた⾷⾷品品のの安安全全確確保保のの取取組組のの強強化化  
((⾷⾷品品のの安安全全性性のの向向上上ののたためめ、、科科学学的的根根拠拠にに基基づづいいたたリリススクク管管理理がが重重要要))  

⾷品の安全を確保するため、「後始末より未然防⽌」の考え⽅を基本に、科学的根拠に基
づき、⽣産から消費に⾄るまでの必要な段階で有害化学物質・微⽣物の汚染の防⽌や低減
を図る措置の策定・普及に取り組むことが重要です。 

農林⽔産省は、⾷品安全に関するデータや消費者・⾷品関連事業者等関係者の意⾒、国
際的な動向を考慮し、有害化学物質・微⽣物の中から優先的にリスク管理を⾏うものを優
先リストとして選定し、5 年ごとに改訂しています。この優先リストに基づき、5 年間に
実施すべき農畜⽔産物・⾷品中の含有実態等の調査の計画(サーベイランス・モニタリング
中期計画)及び毎年度の計画(サーベイランス・モニタリング年次計画)を策定し、計画的に
調査を実施しています。これらの調査の結果、対応が必要な農畜⽔産物・⾷品については、
⽣産者や⾷品事業者と連携し、⾷品の安
全性を向上させるための措置の策定や現
場への普及に重点的に取り組んでいます。 

令和 2(2020)年度は、「農林⽔産省が優
先的にリスク管理を⾏うべき有害化学物
質のリスト」について、最新の知⾒に基
づいて改訂を⾏いました。また、作成し
たリストに基づき、令和 3(2021)年度か
ら令和 7(2025)年度におけるサーベイラ
ンス・モニタリング中期計画を新たに作
成しました。 

また、令和 2(2020)年度のサーベイラ
ンス・モニタリング年次計画に基づき、
鉛、メチル⽔銀、アフラトキシン類1、ト
リコテセン類2、⻨⾓

ばっかく
アルカロイド類3、

 
1 アスペルギルス属の⼀部が産⽣するかび毒の総称で、ヒトの肝臓に強い発がん性を持つ。主に⼦実とうもろこし、落花⽣、ナッツ

類、乾燥果実、⾹⾟料類の汚染が知られている。 
2 主に⾚かび病菌の⼀部が産⽣するトリコテセン⾻格という構造を持つかび毒の総称で、下痢、嘔吐、腹痛等の急性毒性のほか、体

重抑制、免疫低下等の慢性毒性を持つ。主に⻨類や⼦実とうもろこしの汚染が知られている。 
3 主に⻨⾓菌が産⽣するかび毒の総称。⻨⾓菌は主にイネ科植物に感染し、穀粒に「⻨⾓」と呼ばれる⿊い⾓状の固まりを形成する。

⻨⾓中には⻨⾓アルカロイド類が含まれており、⻨⾓が穀粒に混⼊することで⾷品が汚染される。 

図表 1-7-1 ⾷品中の有害化学物質の低減措置
の例 

資料：農林⽔産省作成 

油脂を含む⾷品の安全性向上のため、⾷品事業者団体と連携
し、有害化学物質※を低減するための考え⽅や対策例を整理
した事業者向け⼿引を公表（令和2(2020)年10⽉）

※ 3-MCPD脂肪酸エステル類、グリシドール脂肪酸エステル類

業界団体と当省が連携し、
有効な対策をまとめた

⼿引を作成

⾷品事業者が、⼿引に
基づき対策を実践

⾷品の安全性が向上

⼿引

頻
度

⾷品中の有害化学物質濃度

対策前の分布

対策後の分布

対策実践後に濃度が低減
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サルモネラ1、ノロウイルス2等について、農畜⽔産物や⾷品中の含有実態調査を⾏いまし
た。 

さらに、⾷品の安全性を向上させるための措置として、野菜類の⽣産段階における衛⽣
上の注意点をまとめた「栽培から出荷までの野菜の衛⽣管理指針」の改訂試⾏版(試⾏第２
版)を公表し、⽣産現場からの意⾒を収集するとともに、現場での取組を推進しました。 

このほか、⾷品中の 3-MCPD 脂肪酸エステル類やグリシドール脂肪酸エステル類につ
いて、国内関係団体と連携し、⾷品製造事業者が⾃主的に⾏う低減の取組を⽀援するため、
低減のための考え⽅や対策例を整理した⼿引を作成しました(図図表表 11--77--11)。 

なお、⾷品安全に関する国際基準や規
範の策定に貢献するため、これらの取組
により得た科学的知⾒やデータをコーデ
ックス委員会3や関連の国際機関へ提供
しています(図図表表 11--77--22)。 

農林⽔産省は、⾷品安全に関する情報
の発信にも積極的に取り組んでいます。
令和 2(2020)年度は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により新しい⽣活様式が
求められる中、家庭で調理や⾷品の保存
を⾏う際、飲⾷店から料理をテイクアウ
トする際の注意点、毒キノコ・⼭菜・ノ
ロウイルス等、季節性の⾼い⾷中毒の防
⽌について、Web サイトに掲載するとと
もに、SNS、動画等を活⽤して注意喚起
を⾏いました。 

 
((輸輸⼊⼊⾷⾷品品等等のの安安全全性性確確保保ののたためめにに検検査査体体制制をを強強化化))  

⾷品等の輸⼊については、厚⽣労働省がその重点的、効率的かつ効果的な監視指導の実
施を推進しています。輸⼊⾷品等の⼀層の安全性を確保することを⽬的として、毎年度、
⾷品衛⽣法に基づき、輸⼊⾷品監視指導計画が定められています。同計画では、輸出国に
おける⽣産等の段階から輸⼊後の国内流通の段階に⾄るまで、監視や検査を⾏うこと等が
定められています。 

厚⽣労働省の検疫所への輸⼊⾷品等の届出件数は、平成元(1989)年の 68.2 万件から⼤き
く増加し、令和元(2019)年には 254.5 万件となっています(図図表表 11--77--33)。 

輸⼊⾷品等の検査件数も近年は増加傾向にあり、令和元(2019)年には 21.7 万件となりま
した。このような中、近年の違反件数は 760〜860 件程度となっています。 

引き続き、輸⼊⾷品監視指導計画に基づき、輸⼊⾷品等の安全性の確保に取り組んでい
きます。 

 
1 ⾷中毒の原因細菌の⼀つ。加熱不⾜の卵・⾁・⿂料理等が主な原因となっている。 
2 ⾷中毒の原因ウイルスの⼀つ。ノロウイルスによる⾷中毒は、⾷中毒事件の中で患者数が最も多く、主な原因⾷品は⾷品製造者・

調理従事者を介してウイルスに汚染された⾷品である。そのほか、⼆枚⾙も原因⾷品の⼀つとなっている。 
3 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 1-7-2 ⾷品安全に関するリスク管理の流
れ 

資料：農林⽔産省作成 

 

優先的に調査する対象を選定

実態調査

安全性向上対策の
策定・普及安全確認

YES

国際基準・
国内基準に
実態を反映

YES 効果を検証

NO

我が国の実態を
調べる必要性

安全と⾔えるか
どうか

NO

1

有害化学物質・微⽣物に関する情報を収集
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((動動物物分分野野ににおおけけるる薬薬剤剤耐耐性性対対策策をを推推進進))  
抗菌剤の不適切な使⽤により、抗菌剤が効かない細菌(薬剤耐性菌)が増加し、家畜の治

療を難しくしたり、畜産物等を介して⼈に伝播して健康に影響を及ぼしたりすることがな
いよう、農林⽔産省では、家畜における薬剤耐性菌の全国的な動向調査や抗菌剤の使⽤を
真に必要な場合に限定する「慎重使⽤」等の薬剤耐性対策を進めてきました(図図表表 11--77--44)。
さらに、平成 28(2016)年 4 ⽉に、関係閣僚会議において、省庁横断的に取り組むべき対策
として取りまとめられた「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン」に基づき、農林⽔産省
では、薬剤耐性菌の動向調査の強化、抗菌剤の飼料添加物としての指定の取消し1等を進め
ました。 

令和 2(2020)年度には、医療分野と連携したシンポジウムの開催や⼤学における講義に
おいて、獣医師、家畜の飼養者、獣医系⼤学⽣等への抗菌剤の慎重使⽤に関する普及啓発
の実施に加え、家畜、養殖⿂及び愛玩動物における薬剤耐性の全国的な動向調査等を⾏い
ました。 

 

 
1 コリスチン、リン酸タイロシン、テトラサイクリン系等9 種類の抗菌剤の飼料添加物としての指定を取消し、使⽤を禁⽌ 

図表 1-7-3 輸⼊届出件数と輸⼊⾷品等検査率等の推移 

資料：厚⽣労働省「輸⼊⾷品監視統計」を基に農林⽔産省作成 
注 : 1) 検査件数は⾏政検査、登録検査機関検査、外国公的機関検査の合計から重複を除いた数値 
  2) 検査率は輸⼊届出件数に対する検査実施数の割合 
  3) 平成元(1989)〜18(2006)年までは年次、平成 19(2007)年以降は年度 

平成元年
(1989)

７
(1995)

12
(2000)

17
(2005)

22
(2010)

27
(2015)

28
(2016)

29
(2017)

30
(2018)

令和元
(2019)

届出件数(万件) 68.2 105.2 155.1 186.4 200.1 225.5 233.9 243.0 248.3 254.5

検査件数(万件) 12.3 14.1 11.2 18.9 24.7 19.6 19.6 20.0 20.7 21.7

検査率(％) 18.1 13.4 7.2 10.2 12.3 8.7 8.4 8.2 8.3 8.5

違反件数(件) 956 948 1,037 935 1,376 858 773 821 780 763
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((22))  ⾷⾷品品表表⽰⽰情情報報のの充充実実やや適適切切なな表表⽰⽰等等をを通通じじたた⾷⾷品品にに対対すするる消消費費者者のの信信
頼頼のの確確保保  

((⽶⽶のの表表⽰⽰にに係係るる⾷⾷品品表表⽰⽰基基準準のの改改正正))  
令和 2(2020)年 7 ⽉に閣議決定した規制改⾰実施計画において、「農産物検査規格の⾒直

し」が対象とされ、農産物検査を要件とする⽞⽶及び精⽶に係る⾷品表⽰制度の⾒直しを
⾏うこととされました。 

これまでは、農産物検査による証明を受けている場合のみ、産地、品種及び産年の表⽰
が可能でしたが、令和 3(2021)年 3 ⽉、産地、品種及び産年の根拠を⽰す資料の保管を要
件とすることにより、農産物検査による証明を受けていない場合であっても、産地、品種
及び産年の表⽰を可能とするよう、消費者庁において⾷品表⽰基準の改正が⾏われました 
(図図表表 11--77--55)。 

また、農産物検査証明によるなど表⽰事項の根拠を確認した⽅法の表⽰を可能とすると
ともに、⽣産者名等、消費者が⾷品を選択する上で適切な情報を、名称、原料⽞⽶や内容
量等を表⽰する⼀括表⽰枠内へ表⽰できるよう改正されました。 

今回の⾷品表⽰基準の改正は、令和 3(2021)年 7 ⽉に施⾏することとしており、それ以
降に販売される⽞⽶や精⽶から新たな表⽰が可能となります。 

 

図表 1-7-4 薬剤耐性の考え⽅ 

資料：農林⽔産省作成 
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第第８８節節  動動植植物物防防疫疫措措置置のの強強化化  

 
 
⾷料の安定供給や農畜産業の振興を図るため、⾼病原性⿃インフルエンザ1や豚熱

ぶたねつ
2を始

めとする家畜伝染病や植物病害⾍に対し、侵⼊・まん延を防ぐための対応を⾏っています。
また、近年、アフリカ豚熱3を始め、畜産業に甚⼤な影響を与える⼝蹄疫

こうていえき
等の越境性動物疾

病が近隣のアジア諸国において継続的に発⽣しています。これら疾病の海外からの侵⼊を
防ぐため、政府⼀丸となって取り組むことが重要です。 

本節では、こうした観点から、動植物防疫措置の強化等に関わる様々な取組を紹介しま
す。 

 
  ((⿃⿃イインンフフルルエエンンザザのの感感染染拡拡⼤⼤防防⽌⽌対対策策のの強強化化))  

令和 2(2020)年 11 ⽉、⾹川県で約 3 年ぶりとなる⾼病原性⿃インフルエンザが発⽣し、
令和 3(2021)年 3 ⽉末時点で 18 県4の農場において 52 例の発⽣が確認されています(図図表表
11--88--11)。農林⽔産省は関係省庁や都道府県と連携し、迅速な防疫措置が実施されるよう、
必要な⼈的・物的な⽀援を⾏いました。 

また、令和 2(2020)〜3(2021)年シーズンは、世界的にも発⽣が相次ぎ、国内各地の野⿃
の死体等からもウイルスが検出されるなど、環境中のウイルス濃度が⾼く、全国的に発⽣
リスクが⾼いと考えられることに加えて、各発⽣事例について実施した疫学調査によれば、
飼養衛⽣管理の不備によりウイルスが侵⼊した可能性が指摘されました。 

このため、農林⽔産省から全国の都道府県に対して、発⽣状況等に応じて、飼養衛⽣管
理基準の遵守指導の徹底等を通知するとともに、各都道府県を通じて、飼養衛⽣管理の全
国⼀⻫点検、全国⼀⻫の緊急消毒、緊急的な防疫演習等の取組を実施しました。また、今
シーズンの渡り⿃の⾶来状況やウイルスの特徴を記載したリーフレットの作成等、分かり
やすい情報の発信を⾏いました。 

なお、我が国の現状において、家きんの⾁や卵を⾷べることにより、ヒトが⿃インフル
エンザウイルスに感染する可能性はないと考えています。 

 
 

 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 ⽤語の解説3(1)を参照 
3 ⽤語の解説3(1)を参照 
4 ⾹川県、福岡県、兵庫県、宮崎県、奈良県、広島県、⼤分県、和歌⼭県、岡⼭県、滋賀県、⾼知県、徳島県、千葉県、岐⾩県、⿅

児島県、富⼭県、茨城県及び栃⽊県 
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令令和和 22((22002200))年年度度のの渡渡りり⿃⿃のの⾶⾶来来状状況況ややウウイイルルススのの特特徴徴をを記記載載ししたたリリーーフフレレッットト  
資料：農林⽔産省作成 

図表 1-8-1 ⿃インフルエンザの発⽣場所 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 令和 3(2021)年 3 ⽉末時点  

2) 数字は発⽣の順を⽰す。⾚字数字は家きんでの発⽣農場。⾚字数字と同じ数字の⻘字数字は発⽣農場からの家きんの移動等から疑
似患畜と判定し殺処分を⾏った農場等                             

⑮⑱⑲㉝ ㉔㉚ ㉔’㉔’

㉖’

㉗
⑪⑫㉖

⑨

⑳⑳’⑳’ ⑩⑰⑰’ ㉒㉒’ ㉓

⑯㉑

⑥’⑥’ ⑥’
⑥’ ㉘’⑬’

➀③④⑤⑥
⑦⑧⑬⑭㉕
㉘㉛

➁
㉙

㉜㉟

㉞

㊱

㊲㊴㊷
㊻㊽㊾㊿
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㊲’㊲’
㊲’
㊲’
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㊲’ ㊲’

㊳

㊵㊺

㊶

㊷’

㊴’
㊸

㊹

㊼

5511

5522

全国どこでも発生する可能性があり、警戒が必要です! ！
高病原性鳥インフルエンザ

・今シーズン過去最高を記録
2020年；17,315羽
2019年；15,529羽
2018年；14,286羽

専門家の意見（複数）
今シーズン飛来している渡り鳥の数 ウイルスを保有している渡り鳥の割合

野外に多量のウイルスがあちこちに

（2021年3月15日現在）

環境省が行っている渡り鳥の飛来状
況調査（全国52カ所）によれば、
例年と同程度の飛来数
鹿児島県出水市で行われているツル
の飛来数調査では過去最高を記録し
たと報道されるなど、地域や種類に
よっては渡り鳥の数が例年より多い
と考えられます。

〇北海道から鹿児島まで全国各地の野鳥（糞便含む）で検
出（18道県58事例）

〇渡り鳥だけでなく、猛きん類（食物連鎖の頂点）でも検出（8道県12事例）
オオタカ（奈良県）、オジロワシ（北海道）、ノスリ（栃木県、富山県、香
川県、鹿児島県）、ハヤブサ（北海道、栃木県、岡山県）、フクロウ（栃木
県、埼玉県）

〇鳥だけでなく、環境中の水でも検出（4県19事例）
新潟県（阿賀野市瓢湖）、長野県（岡谷市諏訪湖）、鳥取県（気高町日光）、
鹿児島県（出水市ツルのねぐら）

①ウイルス保有の渡り鳥が多い可能
性

②国内の野鳥間で拡がった可能性が
考えられるが、環境中のウイルス
濃度は上昇している。

〇出水市のツル飛来数調査

鳥や小動物を
捕食する
ハヤブサや
フクロウ等の
猛禽類も感染死

池、川、道路にも…今シーズン（2020-21）は、
多量に鳥インフルエンザウイルスが
あちこちに存在しています！！

対策は…
消毒や防鳥ネットの管理など
全ての従業員による
飼養衛生管理の
基本の徹底！！

野山、森、公園にも…

STOP!!STOP!!

手指消毒
車両消毒

衣類・靴の交
換 野生動物対策

防鳥ネット

あちこちに

「ウイルスを農場内に入れさせない」
「ネズミやネコにも油断しない」
農場を守れるのは…

農場主だけ…
あ な た

地域一帯となった消毒も有効です。

今シーズンは世界的に
も発生が相次ぐ非常事
態。カモや白鳥等の渡
り鳥がウイルスを持っ
て大陸から飛来。糞便
等によって野山、池、
道路等にウイルスが排
出。

防鳥ネットや消毒機器等
の整備など、支援も用意
していますので、
ご相談ください。
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((豚豚熱熱のの感感染染拡拡⼤⼤防防⽌⽌対対策策のの強強化化))  

平成 30(2018)年９⽉、岐⾩県で我が国において 26 年ぶりとなる豚熱が発⽣し、令和
3(2021)年 3 ⽉末時点で、12 県1の豚⼜はイノシシ(以下「豚等」という。)の飼養農場にお
いて 63 例の発⽣が確認されています(図図表表 11--88--22、図図表表 11--88--33)。 

また、野⽣イノシシにも豚熱ウイルスが浸潤し、令和 3(2021)年 3 ⽉末時点で、24 都府
県2にまで感染区域が拡⼤しており、豚等及び野⽣イノシシにおける感染拡⼤防⽌とその後
の清浄化が急務となっています。 

 
 

 

 
1 岐⾩県、愛知県、⻑野県、三重県、福井県、埼⽟県、⼭梨県、沖縄県、群⾺県、⼭形県、和歌⼭県及び奈良県 
2 岐⾩県、愛知県、三重県、福井県、⻑野県、富⼭県、⽯川県、滋賀県、埼⽟県、群⾺県、静岡県、⼭梨県、新潟県、京都府、神奈

川県、茨城県、東京都、福島県、奈良県、⼤阪府、和歌⼭県、栃⽊県、⼭形県及び兵庫県 

図表 1-8-2 豚熱の発⽣経過 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和 3(2021)年 3 ⽉末時点 
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今般の豚熱の感染経路については、豚熱に感染した野⽣イノシシ由来のウイルスを⼈、

⾞両⼜は野⽣動物が農場内に持ち込んだ事例が多いとされており、関係省庁、地⽅公共団
体等が連携して、野⽣イノシシの捕獲を強化するとともに、空中散布も含めた経⼝ワクチ
ンの散布等による野⽣イノシシ対策を推進しています。 

また、農林⽔産省は、令和元(2019)年 10 ⽉に、豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針
を改訂し、同指針に基づき、12 県1をワクチン接種推奨地域に指定しました。その後も、
野⽣イノシシにおける感染確認状況を踏まえ、随時、ワクチン接種推奨地域の⾒直しを⾏
い、18 都府県2を追加し、合計 30 都府県をワクチン接種推奨地域に指定しました。ワクチ
ン接種推奨地域については、野⽣イノシシにおける感染状況を踏まえつつ、定期的に⾒直
しを⾏います。 

さらに、豚熱の豚等への感染リスクの低減を図るためには、飼養衛⽣管理基準の遵守が
極めて重要です。農場ごとの飼養衛⽣管理に係るマニュアル策定や野⽣動物侵⼊防⽌対策

 
1 岐⾩県、愛知県、三重県、福井県、⻑野県、富⼭県、⽯川県、滋賀県、群⾺県、埼⽟県、⼭梨県及び静岡県 
2 新潟県、栃⽊県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、奈良県、沖縄県、兵庫県、⼤阪府、和歌⼭県、福島県、宮城県、

⼭形県、秋⽥県、⿃取県及び岡⼭県 

図表 1-8-3 豚熱の発⽣場所 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 令和 3(2021)年 3 ⽉末時点  

2) 数字は発⽣の順を⽰す。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                      
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23,26,51

㋘㋘ ,㋙㋙ ,
㋚㋚ ,㋛㋛ ,
㋜㋜

11
12

13,15,19,22

2425

28,50
㋝㋝

29
30
㋞㋞

32 33

34

35
36

37

39

42

埼玉県

44
45 山梨県

㋟㋟

49

和歌山県

新潟県

神奈川県

栃木県

茨城県

千葉県

東京都

京都府

大阪府

㋖㋖

㋗㋗

38

滋賀県

46~48

群馬県

福島県

㋑㋑

61

59

2

60

20
4010

3117
6

1

7

4

27 18

5

3
㋓㋓

41,43

62
63

奈良県
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の義務付け、エコフィード1の加熱基準の厳格化等を内容とする飼養衛⽣管理基準の改正を
⾏いました。このほか、農林⽔産省や地⽅公共団体は、豚熱が豚等の病気であってヒトに
感染することはなく、仮に豚熱に感染した豚等の⾁を⾷べても⼈体に影響がないことを周
知しています。今後は、これまでの国内防疫を継続するとともに、国内マーカーワクチン
の開発に取り組むなど、将来的な OIE2(国際獣疫事務局)の「清浄国」ステータス3の再認
定を⽬指すこととしています。 
 

((アアフフリリカカ豚豚熱熱等等のの越越境境性性動動物物疾疾病病のの侵侵⼊⼊防防⽌⽌をを強強化化))  
近隣のアジア諸国においては、アフリカ豚熱を始め、畜産業に甚⼤な影響を与える

⼝蹄疫
こうていえき

や⾼病原性⿃インフルエンザといった越境性動物疾病4が継続的に発⽣しています。 
これら疾病の海外からの侵⼊を防ぐため、農林⽔産省では、関係省庁と連携しながら⽔

際検疫を徹底しています。令和 2(2020)年７⽉には、家畜伝染病予防法の⼀部を改正する
法律が施⾏され、畜産物の輸出⼊検疫に係る家畜防疫官の質問・検査権限や廃棄権限、罰
則の強化等を図るとともに、家畜防疫官の増員、検疫探知⽝の増頭により検疫体制を強化
しました。 

 
((輸輸⼊⼊エエビビのの急急性性肝肝膵膵臓臓壊壊死死症症がが国国内内でで初初めめてて発発⽣⽣))  

令和 2(2020)年 10 ⽉に沖縄県において、我が国で初めて急性肝膵臓壊死症5(AHPND)
の発⽣が、また、令和 3(2021)年３⽉には広島県で 2 例⽬となる発⽣がいずれも輸⼊され
たバナメイエビの種苗で確認されました。本疾病は、持続的養殖⽣産確保法に基づく特定
疾病であり、沖縄県及び広島県は同法に基づき、速やかに養殖場のバナメイエビの処分、
⽔槽の消毒等のまん延防⽌措置を⾏いました。農林⽔産省は、沖縄県、広島県等関係機関
と連携して本疾病の防疫措置を徹底するとともに、他の都道府県や関係者に対し輸⼊防疫
対象疾病の発⽣防⽌について注意喚起を⾏いました。 

 
 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 ⽤語の解説3(2)を参照 
3 OIE が、特定疾病の清浄性に係る状況を加盟国・地域の申請に応じ、専⾨家が評価した上でOIE 総会において採択し、清浄ステー

タスを公式に認定したものをいう。 
4 国境を越えてまん延し、発⽣国の経済、貿易及び⾷料の安全保障に関わる重要性を持ち、その防疫には多国間の協⼒が必要となる

疾病 
5 特殊な毒素タンパク質を産⽣するビブリオ細菌が原因で発⽣する疾病で、死亡率が⾮常に⾼いことが特徴である。持続的養殖⽣産

確保法で定める特定疾病であり、感受性種は、バナメイエビ(シロアシエビ)、ウシエビ、コウライエビ及びクルマエビ 

動動植植物物検検疫疫探探知知⽝⽝  
  

 
旅旅⾏⾏者者へへ輸輸⼊⼊禁禁⽌⽌品品をを周周知知すするるポポススタターー  

((左左：：英英語語、、右右：：中中国国語語))  
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((植植物物病病害害⾍⾍のの侵侵⼊⼊・・ままんん延延防防⽌⽌のの取取組組))  
農産物の⽣産に被害を及ぼす病害⾍の侵⼊を効果的かつ効率的に防⽌するため、農林⽔

産省では、海外での発⽣情報等を踏まえ、病害⾍の侵⼊・まん延の可能性や、まん延した
場合に農業⽣産に与える経済的被害について評価し、適切な検疫措置を検討する病害⾍リ
スクアナリシスを⾏うとともに、その結果に基づいて侵⼊を警戒すべき病害⾍の⾒直しや
検疫措置の⾒直し等を実施しています。 

また、病害⾍の国内への侵⼊を防⽌するため、植物防疫所では、空港・港等において、
量や商⽤・個⼈⽤を問わず、貨物、携帯品、郵便物等により輸⼊される全ての植物やその
容器包装を対象に検疫を⾏っています。さらに、国内での病害⾍のまん延を防ぐため、侵
⼊警戒調査や、侵⼊病害⾍に対する緊急防除等の取組を進めています。 

国内で既に発⽣している病害⾍についても、急激なまん延による我が国農業への被害を
防⽌するため、病害⾍の発⽣予測や発⽣予測に基づく的確な防除対策を推進しているとこ
ろです。 

令和 2(2020)年 6 ⽉以降、⿅児島県等において、かんきつ類の重要害⾍であるミカンコ
ミバエ種群の誘殺が相次ぎました。これを受けて農林⽔産省は県と連携し、初動防除とし
て雄成⾍を誘引して殺⾍する誘殺板を設置するとともに、本⾍に寄⽣された果実が確認さ
れた地域では、寄主植物の除去やヘリコプターによる誘殺板の散布(航空防除)を実施し、
本⾍の定着防⽌に努めています。 

 
 
 
 
 

ミミカカンンココミミババエエ((成成⾍⾍))  
 

誘誘殺殺板板  
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第第９９節節  ⾷⾷料料供供給給ののリリススククをを⾒⾒据据ええたた総総合合的的なな⾷⾷料料安安全全保保障障のの確確⽴⽴  

 
 
 
世界の⾷料需給は、⼈⼝の増加や経済発展に伴う畜産物等の需要増加が進む⼀⽅、気候

変動による農作物の⽣産可能地域の変化、家畜の伝染性疾病・植物病害⾍の発⽣等が⾷料
⽣産に影響を及ぼす可能性があり、中⻑期的に逼迫

ひっぱく
も懸念されます。このような世界の⾷

料需給を踏まえ、我が国の⾷料の安定供給は、国内の農業⽣産の増⼤を図ることを基本と
し、これに輸⼊及び備蓄を適切に組み合わせることにより確保することが必要です。 

本節では、こうした観点から、不測の事態に備えたリスク分析、国際的な⾷料需給の把
握・分析、輸⼊穀物等の安定的な確保、国際協⼒の推進等、⾷料安全保障1に関わる様々な
取組を紹介します。 

 
((11))  不不測測時時にに備備ええたた平平素素かかららのの取取組組  
((不不測測のの事事態態にに備備ええててリリススクク分分析析等等をを実実施施))  

世界の⼈⼝増加等による⾷料需要の増⼤や異常気象による⽣産減少等、我が国の⾷料の
安定供給に影響を及ぼす可能性のあるリスクは顕在化しており、さらに、⾃然災害や輸送
障害、新型コロナウイルス感染症等のリスクも存在しています。 

このため、農林⽔産省は、不測の事態に備え、平素から⾷料供給に係るリスクの分析等
を⾏うとともに、我が国の⾷料の安定供給への影響を軽減するための対応策を検討、実施
することにより、総合的な⾷料安全保障の確⽴を図ることとしています。 

令和 2(2020)年度は、(1)⼤規模⾃然災害や異常気象、(2)家畜の伝染性疾病、(3)新型コ
ロナウイルスのような新たな感染症の三つの事象について、⾷料の安定供給に係るリスク
分析・評価を実施しました。地球温暖化等の気候変動のリスクについては、現状評価で影
響があり、将来については悪化すると⾒込まれると評価しました(図図表表 11--99--11)。 

また、国内における不作や輸⼊の⼤幅な減少等、⾷料の安定的な供給に影響を及ぼす不
測の事態が⽣じた場合には、平成 24(2012)年に策定した「緊急事態⾷料安全保障指針」に
基づき国内での⾷料増産等の対策を講ずることとしています。令和 3(2021)年 1 ⽉には、
新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡⼤を踏まえ、我が国の⾷料供給に影響を及ぼ
す緊急の要因(リスク)として、「感染症の流⾏」を追加するなど同指針を改正しました。 

政府は、国内の⽣産量の減少や海外における不測の事態の発⽣による供給途絶等に備え
るため、⽶にあっては政府備蓄⽶の適正備蓄⽔準2に基づき 100 万 t 程度を備蓄しています。
⾷糧⽤⼩⻨にあっては国全体として外国産⾷糧⽤⼩⻨の需要量の 2.3 か⽉分を、飼料穀物
にあってはとうもろこし等 100 万 t 程度をそれぞれ⺠間で備蓄しています。 

 
 

 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 10 年に１度の不作や、通常程度の不作が２年連続した事態にも国産⽶をもって対処し得る⽔準 
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((22))  国国際際的的なな⾷⾷料料需需給給のの把把握握、、分分析析  
((22002200//2211 年年度度ににおおけけるる穀穀物物のの⽣⽣産産量量、、消消費費量量はは前前年年度度にに⽐⽐べべてて増増加加))  

2020/21 年度における世界の穀物全体の⽣産量は、⼩⻨、とうもろこし、⽶が共に増加
することから、前年度に⽐べて 0.5 億 t(2.0％)増加の 27.3 億 t となり、３年連続で増加す
る⾒込みです(図図表表 11--99--22)。 

また、消費量は、開発途上国の⼈⼝増加、所得⽔準の向上等に伴い、近年⼀貫して増加
傾向で推移しており、前年度に⽐べて 0.7 億 t(2.5％)増加の 27.4 億 t となる⾒込みです。 

この結果、期末在庫量は前年度から 0.1 億 t の減少となり、期末在庫率は 29.1％と前年
度(30.3％)を下回る⾒込みです。 

図表 1-9-1 我が国の⾷料供給に関する国内外の主なリスク 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) (*)海外におけるリスクの「輸出国」及び「輸⼊国」は、世界の穀物等の貿易における主要輸出国及び主要輸⼊国をいう。 
  2) 着⾊箇所は令和 2(2020)年度「⾷料の安定供給に係るリスク分析・評価」で分析対象としたリスク 

○ 大規模自然災害や異常気象

○ 家畜・水産動物の伝染性疾病や植物病害虫

（中国におけるアフリカ豚熱の発生）

○ 新型コロナウイルスのような新たな感染症

○ 食品の安全に関する事件・事故

○ 港湾等での輸送障害

○ 輸出国*等における紛争・政情不安・テロ

○ 輸出国における輸出規制

○ 輸出国-輸入国*間等の貿易上の障害の発生

○ 為替変動

○ 石油等の燃料の供給不足

○ 新型コロナウイルスのような新たな感染症

○ 地球温暖化等の気候変動

○ 肥料（養殖用飼料）需給のひっ迫

○ 遺伝資源の入手困難

○ 水需給のひっ迫

○ 単収の伸び率の鈍化

○ 水産資源の変動

○ 人口増加に伴う食料需要増加

○ バイオ燃料向け需要の増加

○ 新興国との輸入の競合

○ 大規模自然災害や異常気象

○ 家畜・水産動物の伝染性疾病や植物病害虫

（国内における豚熱の発生）

○ 新型コロナウイルスのような新たな感染症

○ 食品の安全に関する事件・事故

○ 食品等のサプライチェーンの寸断

○ 新型コロナウイルスのような新たな感染症

海海外外ににおおけけるるリリススクク

○ 地球温暖化等の気候変動

国国内内ににおおけけるるリリススクク

生産面

流通面

生産面

需要面

生産面

流通面

生産面

既既にに顕顕在在化化ししつつつつああるるリリススクク一一時時的的・・短短期期的的にに発発生生すするるリリススクク

既既にに顕顕在在化化ししつつつつああるるリリススクク

一一時時的的・・短短期期的的にに発発生生すするるリリススクク

（対象品目：米、小麦、大豆、飼料用とうもろこし、畜産物及び水産物）
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2020/21 年度における世界の穀物等の⽣産量を品⽬別に⾒ると、⼩⻨は、EU、ウクライ

ナ等で減少するものの、豪州、ロシア等で増加することから、前年度に⽐べて 1.7％増加
し、7.8 億 t となる⾒込みです(図図表表 11--99--33)。 

とうもろこしは、⽶国、ブラジル等で増加することから、前年度に⽐べて 1.8％増加し、
11.4 億 t となる⾒込みです。 

⽶は、インド等で増加することから、前年度に⽐べて 1.3％増加し、5.0 億 t となる⾒込
みです。 

⼤⾖は、⽶国、ブラジル等で増加することから、前年度に⽐べて 6.7％増加し、3.6 億 t
となる⾒込みです。 

また、⼩⻨、とうもろこし、⽶、⼤⾖の期末在庫率は、前年度に⽐べて低下し、それぞ
れ 38.8％、25.0％、35.2％、22.6％となる⾒込みです。 

 

 

図表 1-9-3 世界全体の穀物等の⽣産量、消費量、期末在庫率(2020/21 年度) 

資料：⽶国農務省「World Agricultural Supply and Demand Estimates」を基に農林⽔産省作成 
注：令和 3(2021)年 3 ⽉時点 

（単位：百万ｔ）

対前年度
増減率
（％）

対前年度
増減率
（％）

対前年度
増減率
（％）

対前年度
増減差

(ポイント)

⼩⻨ 776.78 1.7 775.89 3.9 301.19 0.3 38.8 -1.4
とうもろこし 1,136.31 1.8 1,151.77 1.5 287.67 -5.1 25.0 -1.7
⽶ 504.41 1.3 504.69 1.7 177.83 -0.2 35.2 -0.7
⼤⾖ 361.82 6.7 371.31 4.1 83.74 -12.8 22.6 -4.4

品⽬

⽣産量 消費量 期末在庫量 期末在庫率（％）

図表 1-9-2 世界全体の穀物⽣産量、消費量、期末在庫率 

30.3 
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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：1) 穀物は、⼩⻨、粗粒穀物(とうもろこし、⼤⻨等)、⽶(精⽶)の合計 

2) 期末在庫率＝期末在庫量÷消費量×100 
3) 令和 3(2021)年 3 ⽉時点 
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穀物等の国際価格については、とうもろこし、⼤⾖が史上最⾼値を記録した平成
24(2012)年以降、世界的な豊作等から穀物等価格は低下しました。平成 29(2017)年以降は、
ほぼ横ばいで推移しましたが、令和 2(2020)年後半から、南⽶の天候が乾燥したことによ
る作柄懸念や、中国の輸⼊需要の増加等により、⼤⾖を中⼼に上昇しています。⽶は、平
成 25(2013)年以降低下しましたが、令和 2(2020)年のベトナムの輸出枠の設定等により同
年３⽉末から上昇しました。同年４⽉末の輸出枠の解除等で下落しましたが、依然として
⾼⽌まりしています(図図表表 11--99--44)。 

 

 
 

((世世界界のの⾷⾷料料需需給給ををめめぐぐるる今今後後のの⾒⾒通通しし))  
世界の⼈⼝は、令和 2(2020)年では 78 億⼈と推計されていますが、今後も開発途上国を

中⼼に増加し、令和 32(2050)年には 97.4 億⼈1になると⾒通されています。 
このような中、世界の穀物等の需要の伸びは、アジア・アフリカ等の総⼈⼝の継続的な

増加や、緩やかな所得⽔準の向上等に伴う開発途上国を中⼼とした⾷⽤・飼料⽤需要の増
加が続くことから、これまでの伸びに⽐べて緩やかではあるものの継続して増加する⾒込
みとなっています。⼀⽅、供給⾯においては、主に単収の上昇によって需要の増加分を補
っている状況にあります2。 

世界の⾷料の需給及び貿易は、農業⽣産が地域や年ごとに異なる⾃然条件の影響を強く
受け、⽣産量が変動しやすいことや、世界全体の⽣産量に⽐べて貿易量が少なく、輸出国
の動向に影響を受けやすいこと等から、不安定な要素を有しています。 

また、気候変動や⼤規模⾃然災害、豚熱
ぶたねつ

3等の動物疾病、新型コロナウイルス等の感染症

 
1 国連「World Population Prospects 2019」 
2 農林⽔産政策研究所「2029 年における世界の⾷料需給⾒通し」(令和2(2020)年4 ⽉公表) 
3 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 1-9-4 穀物等の国際価格 

資料：シカゴ商品取引所、タイ国家貿易取引委員会のデータを基に農林⽔産省作成 
注：1) ⼩⻨、とうもろこし、⼤⾖の価格は、各⽉ともシカゴ商品取引所の第１⾦曜⽇の期近価格 

2) ⽶の価格は、タイ国家貿易取引委員会公表による各⽉第１⽔曜⽇のタイうるち精⽶ 100％２等の FOB 価格。FOB は FREE ON 
BOARD の略。国際的売買契約の約款の１つで、売主は船積港で指定の船舶に物品を積み込むまでの⼀切の責任と費⽤を持つ。 

3) 令和 3(2021)年 3 ⽉時点 
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とうもろこし

⽶
⼤⾖ ⼤⾖ 527.0ドル/ｔ

過去最⾼価格 650.7ドル/ｔ
平成24（2012）年９⽉４⽇

とうもろこし 221.2ドル/ｔ
過去最⾼価格 327.2ドル/ｔ
平成24（2012）年８⽉21⽇

⽶ 561ドル/ｔ
過去最⾼価格 1,038ドル/ｔ
平成20（2008）年５⽉21⽇

⼩⻨ 240.3ドル/ｔ
過去最⾼価格 470.3ドル/ｔ
平成20（2008）年２⽉27⽇
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の流⾏など、多様化するリスクを踏まえ、平素から⾷料の安定供給の確保に万全を期する
必要があります。 

 

 
 

((33))  輸輸⼊⼊穀穀物物等等のの安安定定的的なな確確保保  
((我我がが国国のの主主要要農農産産物物のの輸輸⼊⼊はは、、特特定定のの国国にに依依存存))  

令和 2(2020)年の我が国の農産物輸⼊額は前年⽐ 5.8％減少の６兆 2,125 億円となりまし
た。国別の輸⼊割合を⾒てみると、⽶国が 21.9％、次いで中国が 10.6％で、カナダ、タイ、
豪州と続いています(図図表表 11--99--55)。 

品⽬別に⾒ると、⼤⾖は前年⽐ 4.9％減少の 1,592 億円、とうもろこしは前年⽐ 8.5％減
少の 3,516 億円、⽜⾁は前年⽐ 7.2％減少の 3,574 億円、豚⾁は前年⽐ 5.9％減少の 4,751
億円、鶏⾁は前年⽐ 13.6％減少の 1,173 億円、⽣鮮・乾燥果実はほぼ前年並の 3,469 億円
となりました。⼀⽅、⼩⻨は前年⽐ 1.4％増加の 1,628 億円となりました。 

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通じて、輸⼊の安定化や多⾓化を図ること
が重要です。 

 

((ココララムム))  ⼈⼈⼯⼯衛衛星星ののデデーータタをを活活⽤⽤ししたたモモニニタタリリンンググシシスステテムム 
 
農林⽔産省では、⾷料の安定的輸⼊を確保する観点から、⼈⼯衛星による気象情報を活⽤し、世界

の主要作物⽣産地域の作柄の判断に資する情報を収集・分析する取組を進めています。具体的には、
作物⽣産に⼤きな影響を及ぼす気象データを Web サイト上でモニタリングするシステム(農業気象
情報衛星モニタリングシステム：JASMAI)を国⽴研究開発法⼈宇宙航空研究開発機構(JAXA)と連携
して構築し、世界の主要作物⽣産地域の気象情報の把握・活⽤を⾏っています。なお、本システムに
ついては、令和 3(2021)年 1 ⽉から⼀般公開を⾏っています。 

 
JJAASSMMAAII のの活活⽤⽤事事例例  

＜＜海海外外⾷⾷料料需需給給レレポポーートト((令令和和 22((22002200))年年 99 ⽉⽉))＞＞  

豪豪州州のの令令和和元元((22001199))年年 88 ⽉⽉((左左))とと令令和和 22((22002200))年年 88 ⽉⽉((右右))のの⼟⼟壌壌⽔⽔分分
デデーータタ((平平年年対対⽐⽐))。。○○はは穀穀物物主主産産地地  

資料：農林⽔産省作成 
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図表 1-9-5 我が国の主要農産物の国別輸⼊割合 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 令和２(2020)年実績 

2) 円グラフ中央の( )は前年⽐ 

⽶国
21.9%

中国
10.6%

カナダ
6.6%タイ

6.5%豪州
6.4%

ブラジル
5.2%

その他
42.7%

（農産物全体）

輸⼊額
6兆2,125億円

(5.8%減少)

⽶国
46.9%

カナダ
36.5%

豪州
16.2%

その他
0.3%

（⼩⻨）

輸⼊額
1,628億円
(1.4%増加)

⽶国
63.9%

ブラジル
34.3%

南アフリカ
0.9%

その他 1.0%
(とうもろこし)

輸⼊額
3,516億円

(8.5％減少)

その他

飼料⽤

⽶国
72.8%

カナダ
13.9%

ブラジル
11.6%

その他
1.7%

(⼤⾖)

輸⼊額
1,592億円
(4.9%減少)
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((44))  国国際際協協⼒⼒のの推推進進  
((世世界界のの⾷⾷料料安安全全保保障障にに貢貢献献すするる国国際際協協⼒⼒のの推推進進))  

世界には約７億⼈の飢餓⼈⼝が存在する中、気候変動や令和 2(2020)年以来の新型コロ
ナウイルス感染症の拡⼤等のリスクが顕在化していることから、我が国は、G20 等の国際
的な枠組みを活⽤し、世界の⾷料安全保障に貢献すべく、国際協調を推進してきました。 

令和 2(2020)年 9 ⽉にテレビ会議形式で開催された G20 農業・⽔⼤⾂会合では、新型コ
ロナウイルス感染症において各国が取り組むべき諸課題への対応について議論が⾏われま
した。我が国からは、新型コロナウイルス感染症の拡⼤により世界の課題となった、(1)
⾷料や農業のサプライチェーンの強 靭

きょうじん
化のために、「新たな⽇常」の中でしっかりとした

農業基盤を作り上げること、(2)イノベーションやデジタル化への投資を活⽤して農業・⾷
料センターの持続可能性を⾼めること、(3)各国が輸出規制等の措置を⾏わず国際的な市場
の透明性と信頼性を向上させることの三つを重点事項として提案し、各国に協⼒を呼び掛
けました。これにより、同会合では、我が国が提案した内容が反映された⼤⾂声明も採択

図表 1-9-5 我が国の主要農産物の国別輸⼊割合(続き) 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 令和２(2020)年実績 

2) 円グラフ中央の( )は前年⽐ 
 

 

⽶国
28.1%

カナダ
26.1%

スペイン
11.9%

メキシコ
11.5%

デンマーク
8.5%

その他
13.9%

(豚⾁)

輸⼊額
4,751億円

(5.9％減少)

ブラジル
67.4%

タイ
30.2%

⽶国 1.9% その他 0.5%

輸⼊額
1,173億円

(13.6％減少)

(鶏⾁)

フィリピン
27.4%

⽶国
26.4%

ニュージーランド
14.2%

メキシコ
9.8%

豪州
4.7%

その他
17.6%

輸⼊額
3,469億円

(0.04%減少)

(⽣鮮・乾燥果実)

豪州
45.4%

⽶国
42.2%

カナダ
5.0%

ニュージー
ランド 3.8%

メキシコ 1.9%
その他 1.7%

輸⼊額
3,574億円

(7.2％減少)

(⽜⾁)
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されました。 
 また、農林⽔産省は、FAO(国際連合⾷糧農業機関)を始めとする国際機関への拠出や、
専⾨的知⾒を有する職員の派遣を通じ、アフリカを始めとする開発途上国における農業⽣
産性の向上や栄養改善に取り組んでいます。令和 2(2020)年度には、Africa Rice Center (ア
フリカ稲センター)と連携してアフリカの市場ニーズに適合した稲の品種やその栽培⽅法
の開発を⽀援するとともに、Bioversity International(国際⽣物多様性センター)と連携して、
アフリカにおいて地域農作物の栄養成分の分析を⾏い、地域の⽣活習慣や⾷⽂化に即した
新たな栄養評価法の開発等に取り組みました。また、WFP(国際連合世界⾷糧計画)との間
でも、⻄アフリカ地域において、⼩規模稲作農家の栄養に関する基礎的知識の向上と農業
⽀援を併せて実施する事業に取り組みました。 

 

 
 
さらに、東アジア地域(ASEAN110 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た⽶の備蓄制度である「ASEAN＋3 緊急⽶備蓄」(APTERR2)
への我が国拠出事業については、令和 2(2020)年６⽉に、新型コロナウイルス感染症の影
響を受けた⼈々を⽀援対象に追加する運⽤の改善を⾏いました。これにより、新型コロナ
ウイルス感染症が急激に拡⼤するミャンマーからの緊急⽀援要請に即応し、同年 11 ⽉に
30 万⽶ドル(現地⽶ 750t に相当)の緊急⽶⽀援を実施しました。 

 
 
 

 
1 ⽤語の解説３(2)を参照 
2 ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve の略 

ココーートトジジボボワワーールルのの稲稲のの試試験験圃圃場場  
資料：Africa Rice Center 

地地域域農農作作物物のの栄栄養養成成分分やや健健康康機機能能性性のの分分析析  
資料：東京農業⼤学 
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((ココララムム))  WWFFPP((国国際際連連合合世世界界⾷⾷糧糧計計画画))ににノノーーベベルル平平和和賞賞 
 
世界各地で飢餓の解消に向けて⾷料⽀援を実施してきた国際連合の機関「WFP(国際連合世界⾷糧

計画)」に令和 2(2020)年のノーベル平和賞が授与されました。 
昭和 36(1961)年に設⽴された WFP は、紛争や武⼒衝突に加え、⼲ばつ、洪⽔、地震、ハリケーン

や農作物被害等の⾃然災害の緊急事態が発⽣した際には、いち早く必要とされる場所に⾷料を届ける
活動をしている、国際連合の⼈道⽀援機関です。毎年約 80 か国において、平均して 8,000 万⼈もの
⼈々に⾷料を届けています。 

今回の受賞は、WFP の⻑年にわたる取組と、令和 2(2020)年以来の新型コロナウイルス感染症の
拡⼤という厳しい情勢の中でも献⾝的に任務に当たってきた職員の努⼒が評価されたものであり、
WFP 関係者はもとより、世界全体の⾷料・農業関係者にとっても、⾃らの職業への誇りと今後の改
善努⼒への勇気を与えるものになったと考えられます。 

WFP は、令和 12(2030)年までに世界から飢餓を⼀掃する⽬標を掲げていますが、近年、世界の飢
餓⼈⼝は度重なる紛争や⾃然災害、新型コロナウイルス感染症に起因する社会経済的な影響で再び増
加してきています。WFP は、現状のままでは飢餓を終わらせることは困難だとして、多国間連携の
重要性を訴え、国際社会による⼈道的⽀援と危機解決に向けた協調を呼びかけています。 

 

⻄⻄アアフフリリカカ地地域域のの⼩⼩規規模模稲稲作作農農家家⽀⽀援援をを⾏⾏うう WWFFPP 職職員員  
資料：WFP(国際連合世界⾷糧計画) 
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第第 1100 節節  国国際際交交渉渉へへのの対対応応  

 
 
貿易交渉においては、我が国の農林⽔産業が「国の 基

もとい
」として発展し、将来にわたっ

てその重要な役割を果たしていけるよう交渉を⾏うとともに、輸出重点品⽬の関税撤廃等、
我が国農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤につながる交渉結果の獲得を⽬指していくこととして
います。本節では、我が国における経済連携交渉等への対応状況について紹介します。 

 
((EEPPAA//FFTTAA 等等のの締締結結がが進進展展))  

特定の国・地域で貿易ルールを取り決める EPA/FTA1等の締結が世界的に進み、令和
3(2021)年１⽉時点では 357 件に達しています。 

我が国においても、令和 2(2020)年度末時点で、21 の EPA/FTA 等が発効済・署名済で
す(図図表表 11--1100--11)。これらの協定により、我が国は世界経済の約 8 割を占める巨⼤な市場を
構築することになります。輸出先国の関税撤廃等の成果を最⼤限活⽤し、我が国の強みを
活かした品⽬の輸出を拡⼤していくため、我が国農林⽔産業の⽣産基盤を強化していくと
ともに、新市場開拓の推進等の取組を進めることとしています。 

⼀⽅、世界共通の貿易ルールづくり等が⾏われる WTO2でも、これまで数次にわたる貿
易⾃由化交渉が⾏われてきました。平成 13(2001)年に開始されたドーハ・ラウンド交渉に
おいては、依然として、開発途上国と先進国の溝が埋まっていないなど、農業分野等の交
渉の今後の⾒通しは不透明ですが、我が国としては、世界有数の⾷料輸⼊国としての⽴場
から公平な貿易ルールの確⽴を⽬指し交渉に臨んでおり、我が国の主張が最⼤限反映され
るよう取り組んでいます。 

 

 
1 ⽤語の解説3(2)を参照 
2 ⽤語の解説3(2)を参照 

図表 1-10-1 我が国における EPA／FTA 等の状況 

資料：農林⽔産省作成 
 

ＲＣＥＰ： 地域的な包括的経済連携（RCEP）協定

ＡＳＥＡＮ10か国にＥＰＡ／ＦＴＡを有する日中韓豪ＮＺの５か国が参加する広域経済連携協定

発効済

交渉中

署名済 ＴＰＰ

ＲＣＥＰ

ＡＳＥＡＮ

※ 米国とは、令和2(2020)年1月1日に日米貿易協定が発効

ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、
シンガポール、タイ、ベトナムの10か国

ＴＰＰ署名国：シンガポール、ＮＺ、チリ、ブルネイ、米国、豪州、ペルー、ベトナム、マレーシア、カナダ、
メキシコ、日本

日本

スイス

韓国

モンゴル
ＥＥＵＵ

中国

メキシコ

チリ

ペルー

コロンビア

カナダ

米国※

豪州

ミャンマー

ＮＺ

インド

トルコ

ＡＡＳＳＥＥＡＡＮＮ全全体体
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((⽇⽇英英 EEPPAA がが発発効効))  

我が国と英国との貿易関係については、令和 2(2020)年１⽉に英国が EU を離脱したた
め、移⾏期間が終了する令和 3(2021)年 1 ⽉以降は⽇ EU・EPA が適⽤されなくなるとい
う状況が⽣じていました。そこで、令和 2(2020)年 6 ⽉に⽇英間で交渉を開始し、同年 10
⽉の署名及びその後の両国の国内⼿続を経て、令和 3(2021)年 1 ⽉ 1 ⽇に⽇英包括的経済
連携協定(以下「⽇英 EPA」という。)が発効しました。 
 ⽇本側の関税については、⽇ EU・EPA で関税割当枠が設定されている品⽬について新
たな英国枠を設けない1、⽇ EU・EPA でセーフガードが設定されている品⽬について同内
容のセーフガードを措置する2、その他の農林⽔産品についても⽇ EU・EPA の内容を維持
する3など、⽇ EU･EPA の範囲内で合意しました。また、英国側の関税についても、⽜⾁、
茶、⽔産物等、主要な輸出関⼼品⽬について関税撤廃を獲得した⽇ EU･EPA の内容を維持
しました4。 
 

 
 

((RRCCEEPP 協協定定にに署署名名))  
平成 25(2013)年から交渉が開始された地域的な包括的経済連携協定(以下「RCEP 協定」

という。)が、約 8 年の交渉の末、令和 2(2020)年 11 ⽉ 15 ⽇の⾸脳会合において署名され
ました。我が国と ASEAN5(東南アジア諸国連合)、豪州、中国、韓国、ニュージーランド
の 15 か国が参加し、世界の国内総⽣産(GDP6)、貿易総額及び⼈⼝の約 3 割、我が国の貿
易総額のうち約 5 割を占める地域の経済連携協定となります。また、我が国にとっては、
最⼤の貿易相⼿国である中国や 3 位の韓国との間での初の経済連携協定です。各国は今後、
国内での承認⼿続等を進め、早期の発効を⽬指すことになります。 

⽇本側の関税については、重要 5 品⽬(⽶、⻨、⽜⾁・豚⾁、乳製品、⽢味資源作物)に
ついて関税の削減・撤廃から全て除外し、農林⽔産品の関税撤廃率は TPP、⽇ EU・EPA
よりも⼤幅に低い⽔準に抑制しました。⼀⽅、各国の関税については、中国からは、ほた

 
1 ソフト系チーズや⼀部の調製品について、⽇EU・EPA で設定された関税割当の利⽤残が⽣じた場合に限り、当該利⽤残の範囲内

で、事後的に⽇EU・EPA の関税割当と同じ税率を適⽤ 
2 数量セーフガードについては、英国とEU からの合計輸⼊数量が、⽇EU・EPA と同じ発動基準数量に達した場合に、英国に対し

て発動 
3 協定発効時から⽇英双⽅が、相⼿国に対して⽇EU・EPA と同じ税率を適⽤ 
4 協定発効時から⽇英双⽅が、相⼿国に対して⽇EU・EPA と同じ税率を適⽤ 
5 ⽤語の解説3(2)を参照 
6 国内において⼀定期間(通常1 年間)に⽣産された財貨・サービスの付加価値額の総計のことで、国内の経済活動の⽔準を表す指標
となる。GDP は、Gross Domestic Product の略 

⽇⽇英英 EEPPAA のの署署名名式式 
資料：外務省 
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て⾙等、韓国からはキャンディー、板チョコレート等、インドネシアからは⽜⾁等の関税
の撤廃を得ることができました。ルール分野では、税関⼿続や衛⽣植物検疫(SPS)措置、
知的財産権等に関し、農林⽔産物・⾷品の輸出促進に資する環境を整備しました。  

 
 

((国国際際ルルーールル形形成成へへのの対対応応))  
近年の貿易⾃由化の進展や、環境問題等への世界的関⼼の⾼まりの中で、引き続き、政

府が必要な農業施策を実施するとともに、⺠間企業が輸出や海外進出に円滑に取り組む環
境を確保するためには、EPA/FTA、WTO 等の貿易交渉はもとより、国際会議や国際機関
での政策的議論に積極的に参画し、宣⾔⽂や⾏動規範(ガイドライン)等の国際ルールの形
成に我が国の考え⽅を的確に反映させていくことが重要です。 

このような中、我が国は、令和 2(2020)年度には、G20 農業・⽔⼤⾂会合の副議⻑国や
ベルリン農業⼤⾂会合の分科会議⻑国を務め、宣⾔⽂の取りまとめ等に貢献するなど、⾷
料・農業分野での国際ルール形成に積極的に関与しました。また、令和 2(2020)年 11 ⽉に
は農林⽔産省職員がアジアから初めて OECD(経済協⼒開発機構)の農業委員会の議⻑に
選出されており、令和 3(2021)年１⽉からその職務を開始しました。 

 
 
 

RRCCEEPP 協協定定のの署署名名式式 
資料：内閣広報室 
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第第11節節 農農業業総総産産出出額額とと⽣⽣産産農農業業所所得得等等のの動動向向  
 

 

我が国の農業総産出額1と⽣産農業所得2は⻑期的に減少していましたが、近年はおおむ
ね横ばいで推移しています。農業総産出額の内訳を⾒ると、畜産の割合が最も⾼く、次い
で野菜、⽶となっています。本節では、農業総産出額や都道府県別の農業産出額、農業所
得3等の動向について紹介します。 

 
((農農業業総総産産出出額額はは 88..99 兆兆円円))  

農業総産出額は、ピークであった昭和 59(1984)年から⻑期的に減少傾向が続いていまし
たが、近年、⽶、野菜、⾁⽤⽜等における需要に応じた⽣産の取組等により、平成 27(2015)
年以降は増加傾向で推移しました。令和元(2019)年は、野菜、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、前年に⽐べ 1.8％減少の 8 兆 8,938 億円とな
りました (図図表表 22--11--11)。内訳を⾒ると、畜産の割合が最も⾼く 36.1％、次いで野菜が 24.2％、
⽶が 19.6％となっています。 
 

 
 

令和元(2019)年の部⾨別の産出額を⾒ると、⽶の産出額は、前年に⽐べ 0.1％増加の１
兆 7,426 億円となり、５年連続の増加となりました。この要因は、⼀部の地域で⼤⾬や病

 
1 ⽤語の解説１を参照 
2 ⽤語の解説１を参照 
3 ⽤語の解説2(4)を参照 

図表 2-1-1 農業総産出額 

資料：農林⽔産省「⽣産農業所得統計」 
注：1) その他は、⻨類、雑穀、⾖類、いも類、花き、⼯芸農作物、その他作物、加⼯農産物の合計 

2)  ( )内は、産出額に占める割合(%) 
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害⾍等の影響により作柄が悪化し、全国の⽣産量が減少したこと等から、相対取引価格が
前年に⽐べ上昇したこと等が寄与したものと考えられます。 

野菜の産出額は、前年に⽐べ 7.3％減少の２兆 1,515 億円となりました。この要因とし
ては、北海道でトマト、たまねぎ、にんじん等については⽣産量が増加し、価格が低下し
たことや、ねぎ、キャベツ、だいこん等の葉茎菜類や根菜類については⽣育が良好で低価
格で推移したこと等が影響したものと考えられます。 

果実の産出額は、前年に⽐べ 0.1％減少の 8,399 億円となりました。この要因としては、
ぶどうにおいて優良品種の⽣産が拡⼤したことや、りんごにおいて⽣産量が減少し価格が
上昇した⼀⽅で、⽇本なしについては⾃然災害等の影響で⽣産量が減少したこと、みかん
については天候不順等により品質が低下し価格が低く推移したこと等が影響したものと考
えられます。 

畜産の産出額は、前年に⽐べ 0.1％減少の３兆 2,107 億円となりました。この要因とし
ては、⽣乳については⽜乳・乳製品の消費が堅調に推移する中、⽜乳等向け⽣乳の取引価
格の引上げや⽣乳⽣産量が上昇したこと、⾁⽤⽜については、⽣産基盤の強化に伴い和⽜
の⽣産頭数が増加したことや、交雑⽜において堅調な需要を背景に価格が上昇したこと等
から産出額が増加した⼀⽅、鶏卵については需給緩和により価格が低⽔準で推移した影響
から産出額が減少したこと等が影響したものと考えられます。 

 
((都都道道府府県県別別のの農農業業産産出出額額上上位位のの主主⼒⼒部部⾨⾨はは、、畜畜産産とと野野菜菜))  

都道府県別の農業産出額を⾒ると、北海道が１兆 2,558 億円で１位となっており、２位
は⿅児島県で 4,890 億円、３位は茨城県で 4,302 億円、４位は千葉県で 3,859 億円、５位
は宮崎県で 3,396 億円となっています(図図表表 22--11--22)。 

農業産出額上位５位の道県内で産出額が１位の部⾨を⾒ると、北海道、宮崎県、⿅児島
県で畜産、茨城県と千葉県で野菜となっています。 
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図表 2-1-2 都道府県別の農業産出額 

資料：農林⽔産省「⽣産農業所得統計」 
注：1) 令和元(2019)年の数値。( )内は、平成 30(2018)年の順位 

2) 農業産出額には、⾃都道府県で⽣産され農業へ再投⼊した中間⽣産物(種苗、⼦豚等)は含まない。 

(単位：億円)
農業産出額

北海道 12,558 1 (1)  畜産 7,350  野菜 1,951  ⽶ 1,254
⻘森県 3,138 7 (7)  果実 914  畜産 885  野菜 642
岩⼿県 2,676 10 (10)  畜産 1,569  ⽶ 603  野菜 259
宮城県 1,932 18 (18)  ⽶ 839  畜産 736  野菜 265
秋⽥県 1,931 19 (19)  ⽶ 1,126  畜産 362  野菜 281
⼭形県 2,557 11 (12)  ⽶ 898  果実 719  野菜 460
福島県 2,086 15 (17)  ⽶ 814  野菜 438  畜産 435
茨城県 4,302 3 (3)  野菜 1,575  畜産 1,243  ⽶ 809
栃⽊県 2,859 9 (9)  畜産 1,156  野菜 784  ⽶ 671
群⾺県 2,361 14 (14)  畜産 1,058  野菜 912  ⽶ 156
埼⽟県 1,678 20 (20)  野菜 796  ⽶ 354  畜産 249
千葉県 3,859 4 (4)  野菜 1,305  畜産 1,248  ⽶ 689
東京都 234 47 (47)  野菜 121  花き 43  果実 35
神奈川県 655 38 (38)  野菜 333  畜産 148  果実 71
新潟県 2,494 13 (13)  ⽶ 1,501  畜産 474  野菜 317
富⼭県 654 39 (40)  ⽶ 452  畜産 84  野菜 56
⽯川県 551 43 (43)  ⽶ 299  野菜 97  畜産 91
福井県 468 44 (44)  ⽶ 309  野菜 81  畜産 44
⼭梨県 914 34 (34)  果実 595  野菜 110  畜産 78
⻑野県 2,556 12 (11)  野菜 818  果実 743  ⽶ 473
岐⾩県 1,066 31 (31)  畜産 372  野菜 323  ⽶ 229
静岡県 1,979 17 (16)  野菜 607  畜産 461  果実 234
愛知県 2,949 8 (8)  野菜 1,010  畜産 813  花き 545
三重県 1,106 30 (30)  畜産 442  ⽶ 285  野菜 139
滋賀県 647 40 (41)  ⽶ 378  畜産 107  野菜 106
京都府 666 37 (37)  野菜 248  ⽶ 174  畜産 125
⼤阪府 320 46 (46)  野菜 136  ⽶ 72  果実 67
兵庫県 1,509 22 (21)  畜産 569  ⽶ 480  野菜 348
奈良県 403 45 (45)  ⽶ 110  野菜 104  果実 77
和歌⼭県 1,109 29 (29)  果実 740  野菜 144  ⽶ 76
⿃取県 761 36 (36)  畜産 286  野菜 213  ⽶ 151
島根県 612 42 (42)  畜産 252  ⽶ 193  野菜 94
岡⼭県 1,417 23 (23)  畜産 581  ⽶ 324  果実 249
広島県 1,168 26 (27)  畜産 467  ⽶ 247  野菜 236
⼭⼝県 629 41 (39)  ⽶ 204  畜産 178  野菜 148
徳島県 961 33 (33)  野菜 349  畜産 263  ⽶ 133
⾹川県 803 35 (35)  畜産 320  野菜 242  ⽶ 120
愛媛県 1,207 24 (26)  果実 527  畜産 249  野菜 190
⾼知県 1,117 28 (28)  野菜 715  ⽶ 112  果実 104
福岡県 2,027 16 (15)  野菜 702  畜産 389  ⽶ 376
佐賀県 1,135 27 (24)  畜産 340  野菜 335  果実 193
⻑崎県 1,513 21 (22)  畜産 558  野菜 453  果実 146
熊本県 3,364 6 (6)  野菜 1,220  畜産 1,148  ⽶ 368
⼤分県 1,195 25 (25)  畜産 444  野菜 309  ⽶ 210
宮崎県 3,396 5 (5)  畜産 2,209  野菜 661  ⽶ 172
⿅児島県 4,890 2 (2)  畜産 3,227  野菜 532  ⼯芸農作物 299
沖縄県 977 32 (32)  畜産 459  ⼯芸農作物 192  野菜 146

順位 １位部⾨ ２位部⾨ ３位部⾨

132

農業総産出額と生産農業所得等の動向第1節



  

((⽣⽣産産農農業業所所得得はは 33..33 兆兆円円))  
⽣産農業所得は、農業総産出額の減少や資材価格の上昇により、⻑期的に減少傾向が続

いてきましたが、平成 27(2015)年以降は、農業総産出額の増加等により増加傾向で推移し
ました (図図表表 22--11--33)。 

令和元(2019)年は、農業総産出額の減少等により、前年に⽐べ 4.8％減少の 3 兆 3,215
億円となりました。 
 

 
 

((１１経経営営体体当当たたりりのの農農業業所所得得はは 119944 万万円円))  
１経営体当たりの農業粗収益は、平成 29(2017)年以降横ばいで推移しており、令和元

(2019)年の農業粗収益は前年に⽐べ 0.9％増加の 892 万円となりました(図図表表 22--11--44)。農業
経営費は前年に⽐べ 1.7％増加の 697 万 9 千円となり、農業所得は、農業経営費が増加し
たことから、前年に⽐べ 1.7％減少の 194 万 1 千円となっています。 

図表 2-1-3 ⽣産農業所得 

資料：農林⽔産省「⽣産農業所得統計」 
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静岡県の遠州夢咲

えんしゅうゆめさき
農業協同組合のいちご委員会は、近年、⾼

齢化等の影響により徐々に⽣産者数・⾯積共に減少しており、
令和元(2019)年度は、⽣産者数が平成 20(2008)年度から 20.4％
減少の 144 ⼈、⾯積が同 29.9％減少の 3,414a となっています。

⼀⽅で、担い⼿が不⾜し産地が維持できなくなるとの危機感
から、出荷作業を集中して⾏うパッケージセンターの開設や⾼
設栽培技術の導⼊等により、品質の向上、農作業負担の軽減、
出荷時期の分散等に取り組んでいます。 

このような取組により、令和元(2019)年度の 1 パック当たり
のいちごの単価は平成 20(2008)年度から 29.1％増加し、いちご
委員会全体の⾯積当たりの売上⾦額も平成 20(2008)年度から
52.6%増加しました。また、いちご委員会全体の⽣産者数が減
少する⼀⽅で、新たにいちごの栽培を開始する農家は増加して
おり、令和元(2019)年度の全⽣産者 144 ⼈のうち 42 ⼈が平成
20(2008)年度以降の新規栽培者となっています。 

 

⾼⾼設設栽栽培培にによよるる栽栽培培⾵⾵景景  
資料：遠州夢咲農業協同組合  

  

((事事例例))  品品質質向向上上のの取取組組等等にによよりり⾯⾯積積当当たたりりのの売売上上げげのの向向上上をを実実現現  ((静静岡岡県県))  

 

遠遠州州夢夢咲咲農農業業協協同同組組合合ののいいちちごご
委委員員会会のの⾯⾯積積当当たたりりのの売売上上⾦⾦額額  
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資料：遠州夢咲農業協同組合資料を基
に農林⽔産省作成  

図表 2-1-4 １農業経営体当たりの農業経営収⽀ 

資料：農林⽔産省「農業経営統計調査 令和元年農業経営体の経営収⽀(概数値)」(令和 3(2021)年２⽉公表)  
注：1) 平成 25(2013)年から平成 30(2018)年までの数値は、「農業経営統計調査 経営形態別経営統計(個別経営)」及び「農業経営統計調

査 経営形態別経営統計(組織法⼈経営)」の集計結果から推計した数値 
  2) 令和元(2019)年の数値は、「農業経営統計調査 令和元年農業経営体の経営収⽀(概数値)」の営農類型別経営統計(全農業経営体)

の数値を基に、1)と同⼀基準で試算した結果(旧基準)  
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第第 22 節節  ⼒⼒強強くく持持続続可可能能なな農農業業構構造造のの実実現現にに向向けけたた担担いい⼿⼿のの育育成成・・
確確保保  

 

 

我が国農業が成⻑産業として持続的に発展していくためには、効率的かつ安定的な農業
経営を⽬指す経営体等の担い⼿の育成・確保が重要です。本節では、認定農業者1制度、法
⼈化、新規就農者2、⼥性農業者等の状況について紹介します。 

 
((11))  認認定定農農業業者者制制度度やや法法⼈⼈化化等等をを通通じじたた経経営営発発展展のの後後押押しし  
((農農業業経経営営体体ののううちち法法⼈⼈経経営営体体数数はは増増加加傾傾向向))  

令和２(2020)年における農業経営体3数は、107 万 6 千経営体となり、５年前の 137 万 7
千経営体と⽐べて 21.9％減少しています。このうち法⼈経営体4数については、３万 1 千
経営体で５年前の２万 7 千経営体と⽐べて 13.3％増加し、農業経営の法⼈化は着実に進展
しています(図図表表 22--22--11、図図表表 22--22--22)。 

農業経営の法⼈化に関しては、経営管理の⾼度化、安定的な雇⽤の確保等の利点がある
ことから、都道府県に設置した農業経営相談所において専⾨家派遣等による相談対応が実
施されています。 

 

 
 
 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 ⽤語の解説2(6)を参照 
3 ⽤語の解説1、2(1)を参照 
4 農業経営体のうち、法⼈化して事業を⾏う者(⼀⼾⼀法⼈及びサービス事業体を含む。) 

図表 2-2-1 農業経営体数 

資料：農林⽔産省「農林業センサス」 
注：各年 2 ⽉１⽇時点 
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図表 2-2-2 法⼈経営体数 

資料：農林⽔産省「農林業センサス」 
注：各年２⽉１⽇時点 
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((個個⼈⼈経経営営体体のの基基幹幹的的農農業業従従事事者者のの⾼⾼齢齢化化、、減減少少がが進進⾏⾏))  
基幹的農業従事者1の平均年齢は令和

2(2020)年に 67.8 歳となり、10 年前の 66.2
歳から約２歳⾼齢化が進んでいます。また、
令和 2(2020)年の基幹的農業従事者数は
136 万 3 千⼈と 10 年前に⽐べ 33.6％減少
し、年齢層別に 10 年前と⽐べると 49 歳以
下の⻘年層で 30.7％減少、59 歳以下の層
では 47.3％減少しています(図図表表 22--22--33)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

((法法⼈⼈のの農農業業経経営営改改善善計計画画のの認認定定数数はは増増加加傾傾向向))  
農業者が作成した経営発展に向けた計画(農業経営改善計画)の認定数は、令和 2(2020)

年３⽉末時点では 23 万 4 千経営体となっており、このうち法⼈のものは⼀貫して増加し、
令和2(2020)年３⽉末時点で５年前に⽐べ37.1％増加の２万6千経営体となりました(図図表表
22--22--44)。 

認定農業者制度は、農業者が作成した農業経営改善計画を市町村等が認定するもので、
認定を受けた農業者(認定農業者)には、計画の実現に向け、農地の集積・集約化2や経営所
得安定対策、出資や低利融資等の⽀援措置が講じられています。 

また、近年、農業者の営農活動が広域化していることを踏まえ、令和２(2020)年４⽉に
改正された農業経営基盤強化促進法により、都道府県の区域や市町村の区域を越えた農業
経営改善計画の認定が可能となりました。同年度には、５道県 20 市町村と広域にわたる
同計画の認定も出てきており、認定農業者の創意⼯夫を発揮した経営の展開が期待されて
います。 

 

 
1 ⽤語の解説1、2(5)を参照 
2 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 2-2-3 基幹的農業従事者数と平均年齢 

資料：農林⽔産省「2020 年農林業センサス」、「2015 農林業センサ
ス」(組替集計)、「2010 年世界農林業センサス」(組替集計) 

注：各年２⽉１⽇時点 
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((集集落落営営農農組組織織のの法法⼈⼈化化がが進進⾏⾏))  
集落営農1組織は、農業機械の共同利⽤や

⽣産・販売の共同化によって農業経営の効
率化を⽬指す個⼈の担い⼿が少ない地域に
おいて、地域の農業⽣産を担ってきました。
近年では、⽶、⻨、⼤⾖以外の⾼収益作物
等の⽣産や農産加⼯品の製造・販売等によ
り収益の向上に取り組む組織が増加してい
ます。また、農産物のブランド化や後継者
確保の観点から法⼈化が進展しており、令
和２(2020)年２⽉時点では 5,458 法⼈と５
年前の 3,622 法⼈から 50.7％増加していま
す(図図表表 22--22--55)。 

また、労働⼒の確保や農業機械の効率的
な利⽤の観点から、複数の集落営農組織が
連携して法⼈を設⽴する取組や集落営農組
織同⼠が合併する取組も進められています。 

 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 2-2-4 農業経営改善計画の認定数 

資料：農林⽔産省「農業経営改善計画の認定状況」 
注：各年３⽉末時点 
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図表 2-2-5 集落営農組織数 

資料：農林⽔産省「集落営農実態調査」 
注：1) 平成 24(2012)年以降は、東⽇本⼤震災の影響で営農活動

を休⽌している宮城県と福島県の集落営農については調
査結果に含まない。 

2) 各年 2 ⽉ 1 ⽇時点 
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((22))  経経営営継継承承やや新新規規就就農農、、⼈⼈材材育育成成・・確確保保等等  
((担担いい⼿⼿のの着着実実なな経経営営継継承承のの取取組組をを促促進進))    

基幹的農業従事者の⾼齢化、減少が進む中、地域農業を持続的に発展させていくために
は、農地や機械・設備等の有形資産とともに、技術・ノウハウ・⼈脈等の無形資産を次世
代の経営者に引き継いでいく経営継承が重要です。 

このため、農林⽔産省は都道府県に設置した農業経営相談所において税理⼠や中⼩企業
診断⼠等の専⾨家による相談対応を進めるとともに、経営を継承した後継者の経営発展を
⽀援し、担い⼿の着実な経営継承を促進しています。このほか、農地の贈与税・相続税に
関する納税猶予等の各種税制特例や、農業⽤ハウス、畜舎等の補修等を⾏い、担い⼿等に
資産を引き継ぐための取組の⽀援等を実施しています。 

 
((平平成成 3300((22001188))年年のの新新規規就就農農者者数数はは 55..66 万万⼈⼈))  

平成 30(2018)年の新規就農者は 5 万 6 千⼈となっています。このうち、⾃営農業に就農
する新規⾃営農業就農者1が全体の 76.6％を占め 4 万 3 千⼈となり、農業法⼈等に雇われ
る形で就農する新規雇⽤就農者2は 9,820 ⼈となっています(図図表表 22--22--66)。 

将来の担い⼿として期待される 49 歳以下の新規就農者は、近年２万⼈前後で推移し、
平成 30(2018)年は 1 万 9 千⼈となっています。  

また、⼟地や資⾦を独⾃に調達(相続・贈与等により親の農地を譲り受けた場合を除く。)
し、新たに農業経営を始めた 49 歳以下の新規参⼊者3の経営部⾨を⾒ると、平成 30(2018)
年は、露地野菜作が 33.9％、施設野菜作が 25.0％、果樹作が 15.3％と、この 3 部⾨で全体
の 7 割以上を占めています(図図表表 22--22--77)。 

 

 

 
1 ⽤語の解説2(6)を参照 
2 ⽤語の解説2(6)を参照 
3 ⽤語の解説2(6)を参照 

図表 2-2-6 新規就農者数 
(全体の新規就農者数)               (49 歳以下の新規就農者数) 
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資料：農林⽔産省「新規就農者調査」 
注：1) 平成 26(2014)年調査より、新規参⼊者については、従来の「経営の責任者」に加え、新たに「共同経営者」が含まれる。 

2) 各年 2 ⽉ 1 ⽇時点 
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  ((⻘⻘年年のの新新規規就就農農をを⽀⽀援援))  
⻘年層の新規就農を促進し、世代間バランスのとれた農業労働⼒の構造を実現していく

ことにより地域農業を維持していくため、農林⽔産省では、平成 24(2012)年度から就農準
備段階や、経営開始時の⽀援を⾏う資⾦を交付しています。令和元(2019)年度の交付実績
は、準備段階の⽀援が1,756 ⼈、経営開始時の⽀援が1 万753 ⼈となりました。令和元(2019)
年度からは、交付要件を原則 44 歳以下から 49 歳以下に拡⼤しています。 

なお、平成 29(2017)年度に農業次世代⼈材投資事業(経営開始型)の交付を終了した者の
うち、翌年度末の営農を継続している者の割合は 94.8％となっています。 

また、平成 20(2008)年度から、⻘年の雇⽤就農を促進するため、49 歳以下1の新規就農
者への実践研修、新たな法⼈設⽴に向けた研修の実施や多様な⼈材の確保等を⽀援する「農
の雇⽤事業」を実施しています。令和元(2019)年度に本事業を活⽤して研修を実施した⻘
年就農者は、5,319 ⼈となりました。 

そのほかにも、認定新規就農者2には、農業経営の開始に必要な機械や施設を取得する際
の資⾦を無利⼦で借⼊れできる⻘年等就農資⾦等の⽀援策を⽤意しています。 

  
((「「農農業業ををははじじめめるる..JJPP」」ををススタターートト))  

市町村や農協、農地バンク等地域の関係機関が連携して、就農相談や短期農業体験、実
践研修、農地や住宅のあっせん、就農後の農業技術向上や販路確保等に対しての⽀援を⾏
うことにより、新規就農者の経営発展や地域への定着が進んでいます。 

農林⽔産省は、地域の新規就農者の受⼊体制を調査・分析し、受⼊体制の構築を進める
とともに、受⼊体制等の新規就農に係る情報を⼀元的に提供するWebサイト等の充実を⾏
っています。 

令和 2(2020)年 12 ⽉から本格スタートしたポータルサイト「農業をはじめる.JP」は、

 
1 農の雇⽤事業における研修⽣の対象年齢は、平成20(2008)〜23(2011)年度は制限なし、平成24(2012)〜30(2018)年度は44歳以下、 

令和元(2019)年度以降は49 歳以下となっている。 
2 新たに農業経営を営もうとする⻘年等で、市町村から⻘年等就農計画の認定を受けた者  

図表 2-2-7 新規参⼊者の部⾨別の割合 

資料：農林⽔産省「平成 30 年新規就農者調査」 
注：「その他」には、その他の作物、酪農、⾁⽤⽜、養豚、養鶏、

養蚕、その他の畜産が含まれる。 
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農林⽔産省や新規就農相談センターからの情報だけでなく、関係省庁や地⽅公共団体、農
協等が⾏っている⽀援サービス等も紹介するとともに、都道府県・市町村や⺠間企業、団
体等から提供された農業体験や農業研修、就農相談会等に関する情報も掲載しています。 

就農に向けた検討段階に応じて必要な情報が⾒つけられるように、「農業を知る」、「体験
する」、「相談する」等、情報を分類ごとに配置しているほか、都道府県・市町村の就農⽀
援策や、全国の新規就農相談センターが収集した求⼈情報も検索できる機能も設けていま
す。 

 

 
 

((農農業業⾼⾼校校でではは GGAAPP 認認証証取取得得のの取取組組がが増増加加))  
農業⾼校は全国に 370 校あります。農業⾼校の⽣徒は、農業技術や農業経営等について

学ぶとともに、農業に関する研究等を⽣徒が主体的に⾏う「農業クラブ活動」等、意欲的
かつ実践的な学習を⾏っています。 

実践的な学習に関する取組の⼀つとしては、農業⽣産⼯程管理(GAP1)の認証取得が挙げ
られます。GAP 認証を取得している農業⾼校は増加しており、「GAP 普及⼤賞」や「ディ
スカバー農⼭

む
漁村

ら
の宝2」等においても、農業⾼校⽣の GAP への取組が評価されています。 

また、平成 28(2016)年度からは、農業⾼校⽣の国際的な視野を広げる取組として、⽇本
とフランスの農業⾼校間の交流を進めています。新型コロナウイルス感染症により往来に
よる交流が困難なため、令和 2(2020)年度に、合同オンライン交流を開催し、両国から計
16 校が参加しました。 

 

 
1 ⽤語の解説3(2)を参照 
2 「強い農林⽔産業」、「美しく活⼒ある農⼭漁村」の実現のため、農⼭漁村の有するポテンシャルを引き出し、地域の活性化、所得 

向上に取り組んでいる優良事例を選定し、全国に発信するもの。詳細は第3 章第6 節を参照 

 
北海道最⼤のトマト産地である平取町

びらとりちょう
では、平取町農業⽀援

センターが平成 10(1998)年より、新規に農業参⼊を希望する研
修⽣を受け⼊れており、令和 2(2020)年までに 27 ⼈が就農して
います。 

同センターでは、2 年間の農業研修プログラムを設置していま
す。１年⽬は地域内の農家の下でトマト栽培技術を学び、2 年⽬
は町が所有する研修ハウスで、⽣産から販売までの全⼯程を研修
⽣⾃⾝が⾏うなど、実践的なプログラムを通じて⽣産技術と農業
経営のノウハウを習得しています。また、経営開始時にはびらと
り農業協同組合が整備したハウスを貸し出すとともに、平取町か
ら施設整備、機械導⼊の補助を受けることにより、新規就農者の
負担低減が図られています。 

このほか、びらとり農業協同組合、⽇
ひ

⾼
だか

農業改良普及センター
等の関係機関に加え、地域農業者による⽀援グループがあり、農
業技術から農村⽣活全般まで幅広くアドバイスするなど、新規就
農者がスムーズに地域に定着できるよう、地域のサポート体制も
充実しています。 

農農業業研研修修ププロロググララムムのの様様⼦⼦  
資料：平取町農業⽀援センター 

((事事例例))  地地⽅⽅公公共共団団体体・・農農協協・・地地域域農農業業者者等等がが連連携携ししてて新新規規就就農農者者をを受受⼊⼊れれ((北北海海道道))
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((農農業業⼤⼤学学校校卒卒業業⽣⽣のの雇雇⽤⽤就就農農割割合合がが増増加加))  
道府県⽴農業⼤学校は 42 道府県に設置されています。令和元(2019)年度の卒業⽣ 1,709

⼈のうち、卒業後、就農した者は 931 ⼈で、卒業⽣全体の 54.5％となっております。 
農業⼤学校卒業⽣の就農形態を⾒ると、雇⽤就農の割合が増加傾向にあります(図図表表

22--22--88)。また、出⾝別では、農家出⾝でない学⽣の就農割合が増加傾向にあります (図図表表
22--22--99)。 

このように、農業⼤学校は、親元への就農を前提として農家⼦弟が学ぶ場から、雇⽤就
農希望者や農家出⾝でない者も学び、雇⽤就農も含めた就農を⽬指す場へと、その役割の
幅を広げてきています。 

また、就職氷河期世代等を含む幅広い世代の就農希望者が、農業⼤学校において農業技
術や農業経営に関する教育を受けられるよう、農林⽔産省としても、カリキュラムを強化
させるための⽀援を進めています。 

 

図表 2-2-8 農業⼤学校卒業⽣数と形態別就農率 
(卒業⽣数)                   (形態別就農率) 
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岐⾩県⽴岐⾩

ぎ ふ
農林
のうりん

⾼等学校は、GLOBALG.A.P.及び JGAP の認証
を取得し、地元農家の GAP 認証の取得⽀援として、地域農家に GAP
認証のノウハウの公開を⾏っています。 

このほか、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。)のホストタウンとして、
GAP ⾷材を利⽤したおもてなしの企画等にも取り組んでいます。 

これらの取組が評価され、第７回「ディスカバー農⼭
む

漁村
ら

の宝」に
おいて、グランプリを受賞しました。 

グランプリの選定を⾏う有識者懇談会で委員からは、「若い世代、
特に⾼校⽣の活躍がこのような賞で評価されるということは待ち望
んでいたこと。⼩中⾼校⽣の頃から地域の課題を学ばせて解決させて
いくような教育が必要だと思う。」といったコメントがありました。 
 
＊ 令和2(2020)年3 ⽉に、⼤会開催を令和3(2021)年に延期することが決定 

岐岐⾩⾩県県⽴⽴岐岐⾩⾩農農林林⾼⾼等等学学校校  
流流通通科科学学科科のの⽣⽣徒徒  

資料：岐⾩県⽴岐⾩農林⾼等学校 

((事事例例))  岐岐⾩⾩県県⽴⽴岐岐⾩⾩農農林林⾼⾼等等学学校校がが GGAAPP 認認証証のの取取組組をを⽀⽀援援((岐岐⾩⾩県県))  

資料：全国農業⼤学校協議会資料を基に農林⽔産省作成 
注：就農者には、⼀度、他の仕事に就いた後に就農した者は含まない。 
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((⼀⼀般般法法⼈⼈にによよるる農農業業へへのの参参⼊⼊がが増増加加傾傾向向))  
農地を利⽤して農業経営を⾏う⼀般法

⼈数は平成30(2018)年時点で 3,286 法⼈と
なっており、農地のリース⽅式による参⼊
が⾃由化された平成 21(2009)年以前と⽐
較して、１年当たりの平均参⼊数は５倍の
ペースとなっています(図図表表 22--22--1100)。参⼊
した⼀般法⼈の業務形態別の割合を⾒ると、
農業・畜産業が 27％、⾷品関連産業が 20％、
建設業が 10％、特定⾮営利活動が８％、製
造業が４％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

資料：全国農業⼤学校協議会資料を基に農林⽔産省作成 
注：農家出⾝者のうち就農した者、農家出⾝でない者のうち就農

した者のそれぞれの割合 
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図表 2-2-9 農業⼤学校の出⾝別就農率 

図表 2-2-10 農地を利⽤して農業経営を⾏う 
⼀般法⼈数 

資料：農林⽔産省作成 
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((33))  ⼥⼥性性がが能能⼒⼒をを発発揮揮ででききるる環環境境整整備備  
((⼥⼥性性のの認認定定農農業業者者はは増増加加傾傾向向))  

⼥性の認定農業者数は平成 27(2015)年
から令和 2(2020)年の５年間で 8.6％増加
の１万 1,738 ⼈、全体の認定農業者数に占
める⼥性の割合は 0.5 ポイント増加の
5.0％となりました(図図表表 22--22--1111)。夫婦で
の共同申請が増加していることが⼀因と考
えられます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((⼥⼥性性のの基基幹幹的的農農業業従従事事者者はは減減少少))  
⼥性の基幹的農業従事者数は、平成

27(2015)年から令和２(2020)年の 5 年間で、
21 万⼈(28.0％)減少し、54 万 1 千⼈となり
ました。全ての年齢階層で減少しており、
60〜69 歳で7 万2 千⼈と最も多く減少し、
次いで 70〜79 歳で 6 万 7 千⼈減少しまし
た(図図表表 22--22--1122)。また、令和 2(2020)年の
⼥性の基幹的農業従事者の平均年齢は
68.4 歳で、5 年前に⽐べて 0.7 歳⾼くなっ
ています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図表 2-2-11 ⼥性の認定農業者の割合 

資料：農林⽔産省「農業経営改善計画の営農類型別等の認定状況」 
注：各年３⽉末時点 
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図表 2-2-12 ⼥性の基幹的農業従事者数と 
平均年齢 

資料：農林⽔産省「2020 年農林業センサス」、「2015 年農林業セ 
ンサス」(組替集計)、「2010 年世界農林業センサス」(組替集計)

注： 各年 2 ⽉ 1 ⽇時点 
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((⼥⼥性性のの新新規規就就農農者者数数はは 11..33 万万⼈⼈))  

平成 30(2018)年における⼥性の新規就農者数は、1 万 3,420 ⼈(新規⾃営農業就農者
9,660 ⼈、新規雇⽤就農者 3,200 ⼈、新規参⼊者 560 ⼈)、そのうち 49 歳以下は 4,980 ⼈
となっています。 

また、新規就農者に占める⼥性の割合は、平成 26(2014)年以降、25%前後で推移してお
り、平成 30(2018)年は 24.0％となっています(図図表表 22--22--1133)。新規雇⽤就農において⼥性
の割合は 30％前後で推移しており、平成 30(2018)年は 32.6%と新規⾃営農業就農者と⽐
較して⼥性の割合が⾼くなっています。 

 

 
 

((農農業業委委員員、、農農協協役役員員にに占占めめるる⼥⼥性性のの割割合合はは増増加加))  
 平成 28(2016)年４⽉に施⾏された改正後の農業委員会等に関する法律及び農業協同組
合法では、農業委員や農協役員について、年齢や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設けられました。農林⽔産省では、農業委員や農協役員へ
の⼥性の参画を推進するため、研修会等を実施しています。 

農業委員や農協役員に占める⼥性の割合は、令和２(2020)年では、それぞれ 12.3％と
9.1％となっており、10 年前と⽐べ農業委員は 7.4 ポイント、農協役員は 5.2 ポイント増加
しています(図図表表 22--22--1144)。 
 

図表 2-2-13 ⼥性の新規就農者数と⼥性の割合 

資料：農林⽔産省「新規就農者調査」を基に作成 
注：各年 2 ⽉ 1 ⽇時点  
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  ((⼥⼥性性のの活活躍躍推推進進にに向向けけ農農村村ににおおけけるる意意識識改改⾰⾰のの必必要要性性等等をを提提⾔⾔))  
農林⽔産省は、⼥性農業者が活躍できる環境を整えるための具体的⽅策を検討するため、

令和２(2020)年７⽉に、学識経験者、⼥性農業者、ジャーナリスト等から構成する「⼥性
の農業における活躍推進に向けた検討会」を⽴ち上げ、同年12⽉に本検討会において報告
書が取りまとめられました。 

報告書では、農村における意識改⾰、⼥性農業者の学び合い・⼥性グループ活動の活性
化、地域をリードする⼥性農業者の育成や地域農業の⽅針策定への⼥性の参画等の実現に
向けて、⼥性農業者向けの会合等における託児サービスの提供、⼥性農業者向けの⼀元的
な相談窓⼝の設置、地域での話合いにおける⼥性参画⽬標の設定等が具体的対策として提
⾔されました(図図表表 22--22--1155)。   
 

図表 2-2-14 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) 農業委員は各年 10 ⽉１⽇時点 

2) 農協役員は各事業年度末 
3) 令和２(2020)年度の数値は、全国農業協同組合中央会調べ 
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((⼥⼥性性のの活活躍躍推推進進にに向向けけ「「第第５５次次男男⼥⼥共共同同参参画画基基本本計計画画」」にに成成果果⽬⽬標標をを設設定定))  
令和２(2020)年 12 ⽉に閣議決定した「第５次男⼥共同参画基本計画〜すべての⼥性が

輝く令和の社会へ〜」では、第４次男⼥共同参画基本計画に引き続き、農業委員や農協役
員に占める⼥性の割合、家族経営協定1の締結数について、それぞれ、令和 7(2025)年度ま
でに 30%、15%、7 万件にする成果⽬標が設定されました。また、⼥性の農業経営への主
体的な関与をより⼀層推進するため、新たに「認定農業者に占める⼥性の割合」について、
令和 7(2025)年度までに 5.5％にする成果⽬標が設定されました。 

さらに、⼟地改良区2についても、新たに「⼟地改良区 (⼟地改良区連合を含む。)の理事
に占める⼥性の割合」について、令和 7(2025)年度までに 10％にする成果⽬標が設定され
ました。なお、令和元(2019)年 12 ⽉に「全国⽔⼟⾥

み ど り
ネット⼥性の会」が発⾜し、⼥性役

職員の知識・スキルの向上や、⼥性が⼟地改良事業の中核を担える環境づくり等の取組が
進んでいます。 

 
((⼥⼥性性がが輝輝くく農農業業創創造造にに向向けけてて))  

農林⽔産省としては、「⼥性農業者が輝く農業創造のための提⾔」を踏まえ、第５次男
⼥共同参画基本計画に基づき、⼥性が農業・農村で働きやすい環境の整備を進めるとと

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 農業⽔利施設等の整備・管理を⾏う⼟地改良事業を実施することを⽬的として、地域の関係農業者により組織された団体。⼟地改 

良区地区数は4,403 地区(令和２(2020)年３⽉末時点) 

図表 2-2-15 ⼥性農業者が輝く農業創造のための提⾔概要 

資料：農林⽔産省作成 

- 研修・会合の案内の宛先への夫婦両⽅の名前や⼦の名前を記載、⼥性農業者向け会合等における
託児サービスの提供、介護サービスを利⽤しやすくするための早期の案内発出

- 家族経営協定について、農業⾼校⽣や経営継承者等への周知、ライフステージに応じた協定内容
の⾒直し等の推進

農村における意識改⾰

- 都道府県や市町村における⼥性農業者向けの⼀元的相談窓⼝の設置
- ⼥性グループの活動の発掘、グループをつなぐ横断的ネットワークづくりの推進
- ⼦育て、介護⽀援に係る情報発信

⼥性農業者の学び合い・⼥性グループ活動の活性化

- ⼥性リーダー育成研修、⼥性の横断的交流の推進
- 農業委員やJA役員への⼥性の登⽤についての継続的な⽬標設定、都道府県・市町村における

具体的な⽬標の設定
- ⼥性登⽤と組織の収益向上に係る客観的調査の実施
- 市町村・農業委員会で、地域での話合いにおける⼥性参画⽬標を設定

地域をリードする⼥性農業者育成・地域農業の⽅針策定への⼥性の参画

- 農林⽔産省⼥性活躍推進室がプラットフォームとして、他省庁、都道府県、市町村、 JA 、農業委員会、
全国農業会議所等と連携強化

- 10年を⽬安にレビューを実施

⼥性農業者に係るプラットフォーム機能の強化
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もに、地域をリードする⼥性農業者を育成し、男⼥共同参画基本計画の農業委員等の⼥
性割合に係る成果⽬標達成に向けて、地⽅公共団体や関係団体と連携して取り組んでい
きます。 

 

 
 

地域をリードする⼥性農業者を育成するためには、農村におい
て学びの場となるグループを作り、グループ同⼠のネットワーク
をつなげることが有効です。 

これを踏まえ、農林⽔産省が事務局を務める農業⼥⼦プロジェ
クト*1 では、地域版グループ*2 活動の取組強化及びグループ同⼠
の連携強化を推進しており、現在、７つの地域版グループにおい
て、企業や農業⼤学校等との意⾒交換や連携活動の実施、勉強会
やマルシェを開催するなど、積極的な活動を⾏っています。 

リリモモーートト座座談談会会のの開開催催のの様様⼦⼦  
資料：農業⼥⼦プロジェクト Web サイト

((事事例例))  地地域域のの⼥⼥性性ググルルーーププ同同⼠⼠のの連連携携強強化化へへ((ししままねね農農業業⼥⼥⼦⼦××HHaappppyy  FFaarrmmiinngg  
いいいいっっちちゃゃなないい福福岡岡))((島島根根県県、、福福岡岡県県))  

このうち、島根県の「しまね農業⼥⼦」は、県内企業、農業⼤学校との意⾒交換会や勉強会等を
開催しています。また、福岡県の「Ｈappy Farming いいっちゃない福岡」は「農業の魅⼒を発信」、
「農業者どうしの交流」、「農業以外とのコラボ」を軸に、６次化商品の試⾷会やマルシェの開催、
学校と連携した座談会、圃場

ほじょう
⾒学会等を実施しています。農業委員を務めるメンバーが、若い世代

のメンバーに⾃らの経験を踏まえたアドバイスや情報提供を⾏い、グループ内で世代間交流を図っ
ています。 

令和 2(2020)年 10 ⽉、お互いに情報交換し、連携することを⽬的に、「しまね農業⼥⼦」と「Happy 
Farming いいっちゃない福岡」がリモート座談会を開催しました。座談会では活発な意⾒交換が⾏
われ、今後は、お互いの取組や地域活性化の成功例の視察、お互いの産地作物を組み合わせたキッ
チン会の開催、ノウハウを活かし合った共同商品開発等の連携強化に向けた企画の実現を⽬指す予
定です。 
 
＊1 ⼥性農業者の知恵を様々な企業の技術・ノウハウ・アイデア等と結び付け、新たな商品やサービス、情報を創造し、社会

に広く発信していくためのプロジェクト 
＊2 メンバーの半数以上を農業⼥⼦プロジェクトメンバーが占めることを要件とする農業⼥⼦プロジェクト事務局公認のグル

ープ 
 

147

第
2
章



 

第第３３節節  農農業業現現場場をを⽀⽀ええるる多多様様なな⼈⼈材材やや主主体体のの活活躍躍  
 

 

地域の農業⽣産等を確保し、持続可能なものとしていくためには、中⼩・家族経営等多
様な⼈材や主体の活躍を促進することも重要です。 

本節では、個⼈経営体1、家族経営協定2、農業の働き⽅改⾰等の取組状況について紹介
します。 

 
((家家族族経経営営協協定定のの締締結結農農家家数数はは増増加加))  

⽣産現場では、中⼩・家族経営等多様な経営体が産地単位で連携・協働して、農業⽣産
や共同販売を⾏い、地域社会の維持に重要な役割を果たしています。また、全農業経営体3

の⼤半が個⼈(世帯)で農業を⾏う個⼈経営体となっています(図図表表 22--33--11)。 
このような中で、中⼩・家族経営等の世帯員が意欲とやりがいを持って農業経営に参画

するためには、労働時間の管理、休⽇・休憩の確保、仕事や家事の役割分担について、家
族で話し合い、家族経営協定を締結し、ワーク・ライフ・バランスを実現できる環境を整
えることが重要です。 

令和元(2019)年度末時点の家族経営協定の締結農家数は、前年度に⽐べ 617 ⼾増加の５
万 9 千⼾となりました(図図表表 22--33--22)。これは、主業経営体4全体の 25.5％を占めています。   

 

 
 

 
1 ⽤語の解説1、2(1)を参照 
2 ⽤語の解説3(1)を参照 
3 ⽤語の解説1、2(1)を参照 
4 ⽤語の解説1、2(1)を参照 

図表 2-3-1 全農業経営体数に占める個⼈経営
体数の割合 

資料：農林⽔産省「2020 年農林業センサス」を基に作成 
注：1) 令和 2(2020)年２⽉１⽇時点 

2) 団体経営体とは、⽤語の解説 1、2(1)を参照 

個⼈経営体
96.4

3.6

0 20 40 60 80 100

令和２年
(2020)

%

団体経営体

図表 2-3-2 家族経営協定締結農家数 

資料：農林⽔産省「家族経営協定に関する実態調査」 
注：各年度末時点 
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締結した協定の内容を⾒ると、平成 27(2015)年度以降、農業経営の⽅針決定、労働時間・
休⽇については約 9 割、農業⾯の役割分担(作業分担・簿記記帳等)については約８割の農
家で取決めを⾏っています(図図表表 22--33--33)。 

 

 
 

((農農業業のの働働きき⽅⽅改改⾰⾰にに向向けけたた取取組組がが進進展展))  
⼈材獲得競争が激化する中で、農業を魅⼒ある職場にすることを通じて現場に必要な⼈

材を確保するため、農林⽔産省は、農業現場における働きやすい環境づくりに取り組んで
います。 

平成 29(2017)年度に働き⽅改⾰を具体的に進めるためのガイドブックを作成したほか、
平成 30(2018)年度に⼥性が働きやすい職場づくりのためのテキスト教材を作成し、令和元
(2019)年度にはポータルサイト「Step WAP 農業の働き⽅改⾰−男⼥共同参画による経
営発展−」を開設するなど様々な⽀援を⾏っています。また、令和元(2019)年度から、農
業の働き⽅改⾰と⼈⼿不⾜解消に取り組む産地を⽀援する「農業の新しい働き⽅確⽴⽀援」
を実施しており、令和 2(2020)年度は 20 地区において、働く環境を整える対策を実施しつ
つ⾏う複数産地で連携した労働⼒確保の取組や、労務管理や労働環境等を学ぶセミナーの
実施等を⽀援しました。 

 
((外外国国⼈⼈技技能能実実習習制制度度にによよるる外外国国⼈⼈材材のの受受⼊⼊れれ))  

外国⼈技能実習制度は、外国⼈技能実習⽣への技能等の移転を図り、その国の経済発展
を担う⼈材育成を⽬的とした制度であり、我が国の国際協⼒・国際貢献の重要な⼀翼を担
っています。農業分野においても全国の農業⽣産現場で多くの外国⼈技能実習⽣が受け⼊
れられています。 

令和 2(2020)年 10 ⽉末時点での外国⼈の雇⽤状況は、農業分野で総数が 3 万 8,064 ⼈と
なっています。このうち、外国⼈技能実習⽣が 3 万 3,004 ⼈で、前年に⽐べ 1,116 ⼈(3.5％)
増加しています1。 

 
 

 
1 特集（図表 特-36）参照 

図表 2-3-3 家族経営協定の取決め内容(複数回答) 

資料：農林⽔産省「家族経営協定に関する実態調査」 
注：各年度中に締結した協定の取決め内容 

(単位：％)

取決め内容
平成27年度

(2015)
28

(2016)
29

(2017)
30

(2018)
令和元
(2019)

農業経営の⽅針決定 88.6 93.3 93.3 92.8 94.1

労働時間・休⽇ 86.2 90.1 92.4 92.7 85.6
農業⾯の役割分担
(作業分担、簿記記帳等)

80.0 82.6 84.5 81.2 83.7

労働報酬(⽇給・⽉給) 71.2 72.3 73.4 74.9 71.7
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((特特定定技技能能制制度度にによよるる外外国国⼈⼈材材のの受受⼊⼊れれ))  
深刻化する⼈⼿不⾜に対応するため、平成 31(2019)年４⽉に改正された出⼊国管理及び

難⺠認定法により、新たな外国⼈材の受⼊れのための在留資格である特定技能制度が創設
され、農業を含む 14 の特定産業分野が受⼊れ対象となり、⼀定の専⾨性・技能を有し即
戦⼒となる外国⼈を受け⼊れています。 

令和 2(2020)年 12 ⽉末時点で、農業分野では 2,387 ⼈の外国⼈材がこの制度により働い
ています。 

農林⽔産省では制度の適切な運営を図るため、受⼊機関、業界団体、関係省庁で構成す
る農業特定技能協議会及び運営委員会を設置し、本制度の状況や課題の共有、その解決に
向けた意⾒交換等を⾏っています。 

また、外国⼈材の受⼊環境を整備するために、国内外での技能試験の実施や優良事例の
収集・周知、制度に関する説明会の開催等を⾏っています。令和 2(2020)年は、6 ⽉から
順次国内外での農業技能測定試験を実施するとともに、12 ⽉に制度に関するオンラインセ
ミナーを開催しました。 
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第第 44 節節  担担いい⼿⼿等等へへのの農農地地集集積積・・集集約約化化とと農農地地のの確確保保  
 

 

これから 10 年程度の間に農業者の減少が急速に進むことが⾒込まれる中で、我が国の
農業の⽣産基盤を維持する観点から、農地の引受け⼿となる経営体の役割が⼀層重要とな
っています。本節では、このような中で進んでいる担い⼿への農地の集積・集約化1の動き
や「⼈・農地プラン」の実質化に向けた取組等の動きについて紹介します。 

 
((農農地地⾯⾯積積はは緩緩ややかかにに減減少少、、荒荒廃廃農農地地⾯⾯積積はは横横ばばいい))  

令和 2(2020)年における我が国の農地⾯積は、荒廃農地2からの再⽣等による増加があっ
たものの、耕地の荒廃、宅地等への転⽤、⾃然災害等による減少を受け、前年に⽐べて 2.5
万 ha 減少の 437 万 ha となりました(図図表表 22--44--11)。作付(栽培)延べ⾯積も減少傾向が続い
ており、この結果、令和元(2019)年の耕地利⽤率は 91.4％となっています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 2-4-1 農地⾯積、作付(栽培)延べ⾯積、耕地利⽤率 

資料：農林⽔産省「耕地及び作付⾯積統計」を基に作成 
注：耕地利⽤率(％)＝作付(栽培)延べ⾯積÷耕地⾯積×100 
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また、令和元(2019)年の荒廃農地の⾯
積は、前年と同⽔準の 28.4 万 ha となり
ました。このうち、再⽣利⽤が可能なも
の(遊休農地1)は 9.1 万 ha、再⽣利⽤が困
難と⾒込まれるものは 19.2 万 ha となっ
ています(図図表表 22--44--22)。農業従事者2の⾼
齢化や農業者が減少する中、多⾯的機能
⽀払交付⾦や中⼭間地域等直接⽀払交付
⾦等により荒廃農地の発⽣を防⽌しつつ、
農地中間管理機構(以下「農地バンク」と
いう。)による担い⼿への農地の集積・集
約化や農業委員会による所有者等への利
⽤の働きかけ等により、8 千 ha の農地の
再⽣に努めました。引き続き国内の農業
⽣産に必要な農地を確保するため、地域
における積極的な話合いを通じた、担い
⼿への農地の集積・集約化等で荒廃農地
の発⽣を未然に防ぐこと等が重要です。 
 

 
((１１農農業業経経営営体体当当たたりりのの経経営営耕耕地地⾯⾯積積はは増増加加))  

１農業経営体当たりの経営耕地⾯積は、令和 2(2020)年に 3.1ha となり、5 年前の 2.5ha
から 20.4％増加しています。また、北海道と都府県別に⾒ると、北海道は 26.5ha から 30.2ha
と 13.9％の増加、都府県は 1.8ha から 2.2ha と 18.4％の増加となっています(図図表表 22--44--33)。
個⼈経営体3数や基幹的農業従事者4数は 5 年前と⽐べて 20％程度減少していますが、農地
の集積が進んだことで、農業経営体5の総経営耕地⾯積については、令和 2(2020)年は 323
万 ha と 5 年前の 345 万 ha から 6.3％の減少にとどまっています。 

 

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

図表 2-4-3 1 農業経営体当たり経営耕地⾯積 

資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成 
注：経営耕地⾯積を経営耕地⾯積のある農業経営体数で除したもの 
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図表 2-4-2 荒廃農地⾯積 

資料：農林⽔産省「荒廃農地の発⽣・解消状況に関する調査」を基に作成
注：「再⽣利⽤が困難と⾒込まれる荒廃農地」とは、森林の様相を呈し

ているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難
なもの、⼜は周囲の状況から⾒て、その⼟地を農地として復元して
も継続して利⽤することができないと⾒込まれるものに相当する
荒廃農地 
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((担担いい⼿⼿へへのの農農地地集集積積率率はは年年々々上上昇昇))  
効率的な農業経営を進めていくためには、担い⼿への農地の集積・集約化を進める必要

があります。 
このため、平成 26(2014)年に発⾜した農地バンクにおいて、地域内に分散・錯綜

さくそう
する農

地を借り受け、まとまった形で担い⼿へ再配分し、農地の集積・集約化を実現する農地中
間管理事業を⾏っています。 

この結果、農地の⼤区画化が図られ、担い⼿の労働時間が⼤幅に短縮された地区や、新
規就農モデル団地を設定し、新規就農を促進した地区、集落の農地を⼀括して農地バンク
に預けて担い⼿に集約した地区等、全国で様々な優良な事例が⾒られるようになっていま
す(図図表表 22--44--44)。 

 

 
 
農地バンクによる取組もあり、近年、担い⼿への農地集積率は上昇しており、令和元

(2019)年度末時点で 57.1％になりました(図図表表 22--44--55)。これを地域別に⾒ると、農業経営
体の多くが担い⼿である北海道では集積率が 9 割を超えるほか、⽔⽥が多く、基盤整備が
進んでおり、集落営農1の取組が盛んである東北、北陸では集積率が⾼い傾向にあります。
⼀⽅で、⼤都市圏を抱える地域(関東、東海、近畿)や中⼭間地を多く抱える地域(近畿、中
国四国)の集積率は低い傾向にあります(図図表表 22--44--66)。 

 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 2-4-4 農地バンクを活⽤して分散錯圃を解消している事例 

資料：農林⽔産省作成 
注：新潟県妙⾼市広島地区の事例 

バンク活用前 バンク活用後

担い手A(法人） 担い手B(個人） 担い手C(個人） 担い手D(法人）
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  ((「「⼈⼈・・農農地地ププラランン」」のの実実質質化化にに向向けけたた取取組組がが全全国国でで進進⾏⾏))  
担い⼿への農地の集積率については、令和５(2023)年度までに８割に引き上げる⽬標が

設定されています。このような中で、⽬標の達成に向けては、「⼈・農地プラン」の実質化1、
農地中間管理事業の⼿続の簡素化と農地の集積・集約化の⽀援体制の⼀体化を内容とする
改正農地バンク法2に基づき、今後は実質化された「⼈・農地プラン」を核に担い⼿への農
地の集積・集約化を⼀層加速化させていくこととしています。 

これまで、農業者の話合いに基づき、地域農業における中⼼経営体、地域における農業
の将来の在り⽅等を明確化する地域農業の将来の設計図として「⼈・農地プラン」の作成
を推進してきましたが、この中には地域の徹底した話合いに基づいて作成されているもの
がある⼀⽅、地域の話合いに基づくとは⾔い難いものもありました。 

このため、農林⽔産省では担い⼿への農地の集積・集約化を加速させる観点から、真に
地域の話合いに基づく「⼈・農地プラン」の実質化の取組を、令和 2(2020)年度に全国で
集中的に推進することとしました。「⼈・農地プラン」の実質化に際しては、５年後から
10 年後の農地利⽤についてアンケート調査を⾏い、農業者の年齢、後継者の有無等を地図
により「⾒える化」し、 中⼼経営体への農地の集約化に関する将来⽅針を作成することと
しています(図図表表 22--44--77)。 
 

 
1 農業者の年齢階層別の就農や後継者の確保の状況を「⾒える化」した地図を⽤いて、地域を⽀える農業者が話し合い、当該地域の

将来の農地利⽤を担う経営体の在り⽅を決めていく取組 
2 正式名称は「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」 

図表 2-4-5 担い⼿への農地集積率 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 農地バンク以外によるものを含む。 

2) 各年度末時点の数値 
3) 担い⼿とは、認定農業者、認定新規就農者、基本構想⽔準

到達者、集落営農経営を指す。 

図表 2-4-6 地域別の担い⼿への農地集積率 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 令和元(2019)年度末時点 

2) 担い⼿とは、認定農業者、認定新規就農者、基本構想⽔準
到達者、集落営農経営を指す。 
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令和元(2019)年度では、既に「⼈・農地プラン」が実質化されている地区が 1 万 8,826

地区、実質化に取り組んでいる地区が 4 万 8,790 地区となりました。今後は、実質化され
たプランを核に担い⼿への農地の集積・集約化の具体化を進めていくこととしています。 

 

 

 
滋賀県⽶原市

ま い ば ら し
⼤野⽊
お お の ぎ

地区は、⽔稲作が中⼼の地域です。 
従来は、農業委員会を通じた農地所有者と耕作者間の個別の貸借契約等により

農地の集積を進めていましたが、農地が分散し、作業性に課題を抱えていました。
「⼈・農地プラン」の取組として、地区内の農地所有者に対してアンケートを

実施し、農地の集約化についての意向を確認した上で、集落外からの⼊作者を含
む耕作者が話合いを重ね、耕作者ごとに農地の集約を希望するエリアを定めた地
図を作成しました。 

農農地地中中間間管管理理事事業業にによよるる集集約約化化  
資料：滋賀県⽶原市 

  

((事事例例))  「「⼈⼈・・農農地地ププラランン」」をを契契機機ととししたた担担いい⼿⼿へへのの農農地地のの集集約約((滋滋賀賀県県))  

取取組組のの成成果果  
取組前 取組後

団地数 39 20
1団地当たりの平均⾯積(ha) 1.1 2.3
資料：滋賀県⽶原市 

注：団地数は、2 筆以上隣接している農地を計上 

集約前 集約後
 この地図に基づいた農地の集約を図るため、さらに地区
内の農地の賃料の統⼀も実施しました。これにより借受農
地の交換が円滑に進み、地区内の９割の農地について農地
中間管理事業を活⽤し、４⼈の担い⼿に集約することがで
きました。 

図表 2-4-7 「⼈・農地プラン」の実質化の取組における地図の「⾒える化」の例 

資料：奈良県⼤和郡⼭市の資料を基に農林⽔産省作成 
 注：奈良県⼤和郡⼭市の事例 

75歳以上耕作地は5年で増加

5年後の75歳以上
耕作地のうち、
後継者がいない
耕作地も多い

75歳以上の耕作地

75歳未満の耕作地

5年後における75歳以上の
耕作地のうち、後継者あり

5年後における75歳以上の
耕作地のうち、後継者なし

上三橋町年齢別耕作地図
【現況】

上三橋町年齢別耕作地図
【5年後 後継者】

上三橋町年齢別耕作地図
【5年後】
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((農農地地ととししてて維維持持困困難難なな⼟⼟地地をを抱抱ええるる地地域域ででのの持持続続的的なな⼟⼟地地利利⽤⽤のの実実現現にに向向けけたた検検討討))  
⼈⼝減少や農業の担い⼿不⾜等の課題に対処しつつ、⾷料の安定供給を脅かすリスクを

軽減していくことが必要である⼀⽅、中⼭間地域を中⼼として、担い⼿への農地の集積・
集約化、新規就農、スマート農業の普及等の政策努⼒を払ってもなお農地として維持する
ことが困難な⼟地が増加することが懸念されます。 

このため、農林⽔産省は、令和 2(2020)年 5 ⽉に「⻑期的な⼟地利⽤の在り⽅に関する
検討会」を⽴ち上げました。同検討会では、中⼭間地域を中⼼とした地域において、地域
の話合いを通じて、⾷料供給基盤としての機能は極⼒維持しつつ、地域の特性に応じた持
続可能な⼟地利⽤への転換を図るため、(1)放牧等、農地の粗放的な利⽤、(2)⿃獣緩衝帯
等、⾮常時に農業⽣産を再開することが容易な⼟地としての利⽤、(3)森林としての利⽤へ
の転換等のための仕組みについて検討し、令和３(2021)年６⽉までに取りまとめることと
しています。 
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第第 55 節節  農農業業経経営営のの安安定定化化にに向向けけたた取取組組のの推推進進  

 
 
⾃然災害や価格低下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には、収

⼊の減少を補償する収⼊保険や、諸外国との⽣産条件の格差から⽣ずる不利を補正するた
めの対策等の推進が重要となっています。本節では、これらの取組の推進状況について紹
介します。 
 
((11))  収収⼊⼊保保険険のの普普及及促促進進・・利利⽤⽤拡拡⼤⼤  
((収収⼊⼊保保険険へへのの加加⼊⼊者者はは対対前前年年でで約約 11..33 万万経経営営体体増増加加))  

収⼊保険は、農業者の⾃由な経営判断に基づき収益性の⾼い作物の導⼊や新たな販路の
開拓にチャレンジする取組等に対する総合的なセーフティネットとして、平成 31(2019)
年 1 ⽉から始まりました。収⼊保険は、⻘⾊申告を⾏っている農業者を対象として、保険
期間の農産物の販売収⼊が過去 5 年間の平均収⼊等を考慮して設定される基準収⼊の９割
の⽔準を下回った場合に、下回った額の９割を補塡する仕組みです。農業者は収⼊保険に
加⼊することにより、品⽬の枠にとらわれず、⾃然災害だけでなく価格低下等の様々なリ
スクによる収⼊の減少が補償されることとなっています(図図表表 22--55--11)。 

 

 

図表 2-5-1 収⼊保険の概要 

資料：農林⽔産省作成 

100％
収
入
減
少

自己責任部分

保険期間
の収入

保険方式
で補塡

積立方式
で補塡

基準収入は、過去5年間の平均収入（5中5）を基本に
規模拡大など、保険期間の営農計画も考慮して設定

基準収入

支払率（9割を上限として選択）

90％（保険方式＋積立方式の補償限度額の上限）

80％（保険方式の補償限度額の上限）

＜収入保険の補塡方式＞ （注）5年以上の青色申告実績がある者の場合

＜収入保険の対象となるリスク例＞
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

取引先が倒産した 盗難や運搬中の事故
にあった

（注）令和2（2020）年1月からは、
補償の下限を選択することで、
最大4割安い保険料で加入でき
るタイプを新たに創設（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）

・保険料の掛金率は1％程度で、基準収入の9割を下回ったときに、下回った額の9割を補
塡
・米、畑作物、野菜、果樹、花、たばこ、茶、しいたけ、はちみつなど、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

第5節 農業経営の安定化に向けた取組の推進
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令和 2(2020)年の収⼊保険の加⼊実績は、前年に⽐べ約 1.3 万経営体増加し、3 万 6,142
経営体となりました。⻘⾊申告を⾏っている農業経営体(35.3 万⼈)の 10.2％が加⼊してい
ることになります(図図表表 22--55--22)。 

⾃然災害による損害を補償する農業共済と合わせた農業保険全体で⾒た場合、令和元
(2019)年産の⽔稲の作付⾯積の 83％、⼤⾖等の畑作物の作付⾯積の 75％が加⼊している
ことになります。 

また、収⼊保険の保険⾦等の⽀払は、保
険期間の翌年の確定申告後に、加⼊者から
農業収⼊実績の申告を受けて⾏われますが、
初年である令和元(2019)年の⽀払実績は、
令和 3(2021)年 1 ⽉時点で、6,833 件、166
億円となりました。 

なお、収⼊保険の保険⾦等の⽀払を受け
られるようになるまでの間において、保険
期間中に⼤きな損害が発⽣し、資⾦が必要
な場合は、全国農業共済組合連合会が無利
⼦のつなぎ融資を実施することとしていま
す。令和３(2021)年１⽉時点で、累計で
2,231 件、101 億円(令和元(2019)年実施分
は 794 件、38 億円、令和 2(2020)年実施分
は 1,437 件、63 億円)の貸付けが⾏われて
います。 

また、このうち新型コロナウイルス感染
症を要因とするつなぎ融資は、累計で、605
件、34 億円となっています。 

 
((収収⼊⼊保保険険のの普普及及促促進進にに向向けけたた取取組組))  

収⼊保険については、掛⾦の負担感等から様⼦⾒の農業者も多く、また、公庫によるア
ンケート調査1でも収⼊保険に加⼊しない理由として「収⼊保険制度をよく知らない」
(26.2％)との意⾒も⾒られました。 

このため、農林⽔産省は、農業者の声を踏まえ制度改善できるものを随時実施し、令和
2(2020)年 1 ⽉から、補償の下限を選択することにより、保険料を最⼤ 4 割安くできるタ
イプを新たに設けるとともに、令和 2(2020)年度から、農業共済組合、農協、集荷業者、
農業会議、法⼈協会等の関係機関から成る推進協議会が取り組む加⼊促進活動へ⽀援を⾏
いました。 

また、野菜価格安定制度から収⼊保険へ移⾏するための⼿続が煩雑で事務負担が重いと
いった事情等を考慮し、令和 3(2021)年 1 ⽉から当分の間の特例として、野菜価格安定制
度の利⽤者が初めて収⼊保険に加⼊する場合、収⼊保険と野菜価格安定制度を同時利⽤(1
年間)できるように変更しました。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2(2020)年の収⼊が減少した場

 
1 株式会社⽇本政策⾦融公庫「農業景況調査(令和２(2020)年1 ⽉調査)」(スーパーL 資⾦⼜は農業改良資⾦の融資先1 万9,085 を対

象として実施したアンケート調査(回収率35.0％)) 

図表 2-5-2 収⼊保険の加⼊経営体数と加⼊割
合 

資料：農林⽔産省作成 
注：加⼊割合は 2020 年農林業センサス(概数値)における⻘⾊申告 

を⾏っている農業経営体(35.3 万経営体(現⾦主義を除く。)) 
に対する割合 

22,812
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合であっても、翌年の基準収⼊(過去 5 年間の平均が基本)に影響しない特例を設け、農業
者が安⼼して収⼊保険に加⼊できるようにしました。 
 今後も農業者の声を聞きながら、制度改善できるものは随時実施し、収⼊保険の利⽤拡
⼤を図っていくこととしています。 
  
((22))  経経営営所所得得安安定定対対策策のの着着実実なな実実施施  
((担担いい⼿⼿にに対対すするる経経営営所所得得安安定定対対策策をを実実施施))  

経営所得安定対策は、⽶、⻨、⼤⾖等を⽣産する農業の担い⼿(認定農業者1、集落営農2、
認定新規就農者)に対し、経営の安定に資するよう、諸外国との⽣産条件の格差から⽣ずる
不利を補正するための畑作物の直接⽀払交付⾦(以下「ゲタ対策」という。)や農業収⼊の
減少が経営に及ぼす影響を緩和するための⽶・畑作物の収⼊減少影響緩和交付⾦(以下「ナ
ラシ対策」という。)を交付するものです(図図表表 22--55--33)。 

令和 2(2020)年度の加⼊申請状況を⾒ると、ゲタ対策は離農等により加⼊申請件数が前
年度に⽐べ 1 千件減少の 4 万 2 千件となった⼀⽅、ゲタ対策の対象とならない作物からの
転換等により、作付計画⾯積は前年度に⽐べ 6 千 ha 増加の 50 万 ha となりました。また、
ナラシ対策は収⼊保険への移⾏等により、加⼊申請件数が前年度に⽐べ 1 万件減少の 7 万
8 千件、申請⾯積は前年度に⽐べ 5 万 4 千 ha 減少の 82 万 8 千 ha となりました。 

 

 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 2-5-3 経営所得安定対策の仕組み 

資料：農林⽔産省作成 

 (ゲタ対策)

 (ナラシ対策)
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((33))  農農業業⾦⾦融融  
((農農業業向向けけのの新新規規貸貸付付はは着着実実にに伸伸⻑⻑))  

農業は、天候等により減収や品質低下の影響を受けやすい、収益性が低く投資回収まで
の期間が⻑い、融資を受ける際に供する物的担保が農地等の特殊なものにならざるを得な
いなど、他産業には⾒られない特性があります。このため、農業向けの融資においては、
農協、信⽤農業協同組合連合会、農林中央⾦庫(以下「農協系統⾦融機関」という。)と地
⽅銀⾏等の⼀般⾦融機関が短期の運転資⾦や中期の設備資⾦を中⼼に、公庫がこれらを補
完する形で⻑期・⼤型の設備資⾦を中⼼に、農業者への資⾦供給の役割を担っています。 

農業向けの新規貸付額の伸びを⾒ると、⼀般⾦融機関は５年間で 1.2 倍、農協系統⾦融
機関は４年間1で 1.5 倍、公庫は５年間で 1.4 倍に増加しています(図図表表 22--55--44)。 

また、⾦融システムの安定に係る国際的な基準に対応するため、令和 3(2021)年 3 ⽉に、
「農⽔産業協同組合貯⾦保険法の⼀部を改正する法律案」を国会へ提出しました。 

 

 
 

 

 
1 農協系統⾦融機関においては、農業向けの新規貸付額を平成27(2015)年度から調査している。 

図表 2-5-4 農業向けの新規貸付額 

資料：⽇本銀⾏「貸出先別貸出⾦」、農林中央⾦庫調べ、株式会社⽇本政策⾦融公庫「業務統計年報」を基に農林⽔産省作成 
注：1) ⼀般⾦融機関(設備資⾦)は国内銀⾏(３勘定合算)と信⽤⾦庫の農業・林業向けの新規設備資⾦の合計 

2) 農協系統⾦融機関は、新規貸付額のうち⻑期の貸付のみを計上したもの 

(⼀般⾦融機関(設備資⾦))     (農協系統⾦融機関)          (公庫) 
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第第 66 節節  農農業業のの成成⻑⻑産産業業化化やや国国⼟⼟強強靱靱化化にに資資すするる農農業業⽣⽣産産基基盤盤整整備備  

 
 
我が国の農業の競争⼒を強化し成⻑産業とするためには、農地を⼤区画化するなど、農

業⽣産基盤を整備し、良好な営農条件を整えるとともに、⼤規模災害時にも機能不全に陥
ることのないよう、国⼟強 靱

きょうじん
化の観点から、農業⽔利施設1の⻑寿命化やため池の適正な

管理・保全・改廃を含む農村の防災・減災対策を効果的に⾏うことが重要です。 
本節では、新たな⼟地改良⻑期計画のほか、⽔⽥の⼤区画化・汎⽤化等の整備状況や、

農業⽔利施設の保全管理、流域治⽔の取組等による農業・農村の防災・減災対策の実施状
況等について紹介します。 
 
((11))  新新たたなな⼟⼟地地改改良良⻑⻑期期計計画画のの策策定定  
((新新たたなな⼟⼟地地改改良良⻑⻑期期計計画画のの策策定定))  

⼟地改良事業は、農業者の発意・申請に基づき、実施地域内の農業者の 3 分の 2 以上の
同意をもって実施することが原則となっています。事業の申請、同意、実施に⾄る過程に
おいては、農業者を中⼼とした多様な関係者が、地域における農業・農村の将来像を⾒通
し、世代を超えて事業の効果が発揮されるよう合意形成を図りながら実施されています。
⼟地改良法では、⼟地改良事業の計画的な実施に資するため、事業の実施⽬標や事業量を
定める⼟地改良⻑期計画を 5 年を⼀期として策定しています。令和 3(2021)年 3 ⽉に、政
府は、令和 3(2021)年度から令和 7(2025)年度までを対象年度とする、新たな⼟地改良⻑
期計画を策定しました。 

この新たな計画では、「⽣産基盤の強化による農業の成⻑産業化」、「多様な⼈が住み続け
られる農村の振興」、「農業・農村の強靱化」といった 3 つの政策課題に対応した 5 つの政
策⽬標を掲げ、「スマート農業の実装を可能とする基盤整備を⾏う地区の割合：約 8 割以
上」、「防災重点農業⽤ため池における防災対策着⼿の割合：約 8 割以上」、「⽥んぼダムに
取り組む⽔⽥の⾯積：約 3 倍以上」等を重要業績指標(KPI)として設定し、取組を進める
こととしています(図図表表 22--66--11、図図表表 22--66--22)。 
 

 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
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図表 2-6-1 新たな⼟地改良⻑期計画の概要 

資料：農林⽔産省作成 

新たな土地改良長期計画の概要
～政策目標の達成に向けた施策の集中的な実施～

所得と雇⽤機会の確保、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
【政策⽬標３】

担い⼿への農地の集積・集約化、スマート農業の推
進による⽣産コスト削減を通じた農業競争⼒の強化
【政策⽬標１】

⾼収益作物への転換、産地形成を通じた
産地収益⼒の強化【政策⽬標２】

政策課題1︓⽣産基盤の強化による農業の成⻑産業化 政策課題２︓多様な⼈が住み続けられる農村の振興
産業政策の視点 地域政策の視点

頻発化・激甚化する災害に対応した排⽔施設整備・ため池対策や流域治⽔の取組等による農業・農村の強靱化
【政策⽬標４】

ICTなどの新技術を活⽤した農業⽔利施設の戦略的保全管理と柔軟な⽔管理の推進【政策⽬標５】

政策課題３︓農業・農村の強靱化 両政策を⽀える視点

・ロボットやICT等も活⽤した施設の計画的かつ効率的な補修・更新等による戦略的な保全管理の徹底、柔軟な⽔管理を可
能とする整備等の推進

・防災重点農業⽤ため池に係る劣化状況評価、地震・豪⾬耐性評価、防災⼯事の集中的かつ計画的な推進
・農業⽔利施設の耐震対策、排⽔機場の整備・改修及び既存ダムの洪⽔調節機能強化、⽔⽥の活⽤（⽥んぼダム）による

流域治⽔の推進

・担い⼿への農地の集積･集約化や⽣産コストの削減を図
る農地の⼤区画化等の基盤整備の推進

・⽔⽥の⼤区画化､畑地･樹園地の区画整理や緩傾斜化等、
⾃動⾛⾏農機･⽔需要の多様化に対応可能なICT（情報
通信技術）⽔管理等によるスマート農業の推進

・⽔⽥の汎⽤化や畑地化を推進し、野菜や果樹
などの⾼収益作物に転換するとともに、関連
施策と連携した輸出の促進

・中⼭間地域等の地域の特⾊を活かした基盤整備と⽣産・
販売施設等の整備との⼀体的推進、施設等の整備を通じ
た省⼒化により多様な働き⽅を実現する農村の働き⽅改
⾰の推進

・農業集落排⽔施設の省エネルギー化、集落道の強靱化、
情報通信環境の整備等、農村の⽣活インフラを確保する
ことにより、リモートワークや農泊などによる⽥園回帰
や関係⼈⼝の創出・拡⼤の促進

※農村に住む多様な⼈々による農業⽤⽔の利⽤・管理等を通じ形成され、農村の潜在⼒を⾼めるもの

・農業・農村を⽀える⼟地改良区等の多様な⼈
材の参画による組織運営体制の強化

農村協働⼒
※

政策課題1︓⽣産基盤の強化による農業の成⻑産業化
【政策⽬標1】

・基盤整備完了地区(⽔⽥)における担い⼿の⽶⽣産コスト
の労働費が⼀定程度まで低減している地区の割合︓約8
割以上

・基盤整備着⼿地区において、スマート農業の実装を可能
とする基盤整備を⾏う地区の割合︓約8割以上

政策課題2︓多様な⼈が住み続けられる農村の振興

【政策⽬標2】
・基盤整備完了地区において、事業実施前後で⾼収益作物

の⽣産額が⼀定程度増加している地区の割合︓約8割以上

【政策⽬標3】
・⼟地改良施設の使⽤電⼒量に対する農業⽔利施設を活

⽤した⼩⽔⼒等再⽣可能エネルギーによる発電電⼒量
の割合︓約4割以上

・地域による農地・農業⽤⽔等の保全管理が実施される
農地のうち、持続的な広域体制の下で保全管理される
割合︓約6割以上

政策課題3︓農業・農村の強靭化
【政策⽬標4】

・防災重点農業⽤ため池における防災対策着⼿の割合︓約8割以上
・⽥んぼダムに取り組む⽔⽥の⾯積︓約3倍以上

【政策⽬標5】
・更新が早期に必要と判明している基幹的農業⽔利施設における対策着⼿の割合︓ 10 割
・更新事業（機能向上を伴う事業地区を除く）の着⼿地区においてストックの適正化等により維持管理費を節減する地

区の割合︓ 10 割

図表 2-6-2 新たな⼟地改良⻑期計画の重要業績指標(KPI) 

資料：農林⽔産省作成 
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((22))  農農業業のの成成⻑⻑産産業業化化にに向向けけたた農農業業⽣⽣産産基基盤盤整整備備  
((⼤⼤区区画画整整備備済済みみのの⽔⽔⽥⽥はは 1111％％、、畑畑地地かかんんががいい施施設設整整備備済済みみのの畑畑はは 2244％％))  

我が国の農業の競争⼒を強化するため、
農林⽔産省では、⽔⽥の⼤区画化や汎⽤
化・畑地化、畑地かんがい施設の整備等の
農業⽣産基盤整備を実施し、担い⼿への農
地の集積・集約化1や農業の⾼付加価値化等
に取り組んでいます。 

⽔⽥の整備状況について、令和元(2019)
年における 30a 程度以上の区画整備済み⾯
積は 159 万 ha であり、⽔⽥⾯積全体(239
万 ha)の 66％となりました。その中でも、
担い⼿への農地の集積・集約化や⽣産コス
トの削減に資する 50a 程度以上の⼤区画整
備済み⾯積は 26 万 ha であり、その割合は
11％となりました。 

また、暗渠
あんきょ

排⽔の設置等による汎⽤化が
⾏われた⽔⽥⾯積は 110 万 ha で、その割
合は 46％となりました。⽔⽥の汎⽤化2に
より、野菜等の⾼収益作物への転換が進ん
でいます(図図表表 22--66--33)。 

⼀⽅、畑では、令和元(2019)年における
畑地かんがい施設の整備済み⾯積は 49 万
ha であり、畑⾯積全体(200 万 ha)の 24％
となりました。また、区画整備済み⾯積は、
128 万 ha であり、その割合は 64％となり
ました(図図表表 22--66--44)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 ⽤語の解説3(1)を参照 

汎⽤化が⾏われた⾯積
110万ha(46％)

30a程度以上整備済み
159万ha(66％)

26万ha
(11％)

⽔⽥⾯積 239万ha

⼤区画整備済み

区画整備済み
128万ha(64％)

49万ha
(24％)

畑⾯積 200万ha

畑地かんがい施設整備済み

⼤⼤区区画画化化さされれたた農農地地  

資料：農林⽔産省「耕地及び作付⾯積統計」、「農業基盤情報基礎調査」
を基に作成 

注：1) ⼤区画整備率とは、50a 程度以上に区画整備された⽥の割合 
2) 汎⽤化整備率とは、暗渠排⽔の設置等が⾏われ、地下⽔位が

70cm 以深かつ湛⽔排除時間が 4 時間以下の⽥の割合 

図表 2-6-3 ⽔⽥の⼤区画化・汎⽤化の状況 
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資料：農林⽔産省「耕地及び作付⾯積統計」、「農業基盤情報基礎調査」を基に作成 
注：1) ⼤区画整備済みとは、50a 程度以上に区画整備された⽥ 

2) 汎⽤化が⾏われた⾯積とは、暗渠排⽔の設置等が⾏われ、地下⽔位が 70cm 以深かつ湛⽔排除時間が 4 時間以下の⽥ 
3) ⽔⽥⾯積、畑⾯積は令和元(2019)年 7 ⽉ 15 ⽇時点の⽥、畑の耕地⾯積の数値、それ以外の⾯積は平成 30(2018)年度末時点の数値

図表 2-6-4 ⽔⽥及び畑の整備状況 
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((⾃⾃動動⾛⾛⾏⾏農農機機やや IICCTT ⽔⽔管管理理等等をを活活⽤⽤すするるススママーートト農農業業がが実実装装可可能能ととななるる農農業業⽣⽣産産基基盤盤整整
備備をを推推進進))  
農業⽣産基盤については、令和 2(2020)年 2 ⽉に農林⽔産省が「⾃動⾛⾏農機等に対応

した農地整備の⼿引き」を策定し、国、県、⼟地改良区等により⾃動⾛⾏農機や ICT1⽔管
理等を活⽤するスマート農業が実装可能となる整備が進められています。 

令和 2(2020)年度では、⽔⽥について、⽤⽔需要の変化に応じて⽔⽥内の⽔位をセンサ
ーにより把握し、遠隔で開閉操作を⾏う給⽔システムや⼤区画化された⽔⽥において地下
⽔位を⾃動で制御するシステムの整備と併せて、⾃動⾛⾏農機がその性能を発揮しやすい
⼤きさや形状の圃場

ほじょう
への整備が⾏われています。 

また、⾃動⾛⾏農機による作業の効率化や圃場と農道の間の安全な⾏き来のために農道
の両側に緩やかなスロープを設けたターン農道の設置を⾏うほか、障害物を減らすために
⽔路を地下に埋設するなどの整備が実施されています。 
 
((農農村村ににおおけけるる情情報報通通信信環環境境のの整整備備をを推推進進))  

農林⽔産省は、総務省と連携し、スマート農業の現場実装や農業⽔利施設の管理の省⼒
化を推進するとともに、農村地域の活性化に資するよう、情報通信環境整備への⽀援につ
いて検討を進めています(総務省北海道総合通信局が開催する「北海道農業 ICT/IoT 懇談
会」が⾏った試算では、平成 29(2017)年度末時点で、光ファイバが利⽤可能な農地の⾯積
は北海道における全農地⾯積に対し 51.7％となっています(図図表表 22--66--55)。)。 

 

 
1 ⽤語の解説3(2)を参照 

⼤⼤⾖⾖、、⻨⻨、、ななたたねねのの売売上上⾼⾼  
資料：農林⽔産省作成 

((事事例例))  ⽔⽔⽥⽥のの⼤⼤区区画画化化、、汎汎⽤⽤化化をを通通じじたた経経営営のの多多⾓⾓化化をを実実現現((島島根根県県))  

キキャャベベツツ、、トトママトトのの売売上上⾼⾼  
資料：農林⽔産省作成 
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島根県安来

や す ぎ
市

し
能義

の ぎ
第⼆
だ い に

地区は、⽔⽥の基盤整備(⼤区画化、汎⽤化)により⽣
産コストの低減や⽔管理の省⼒化を⾏うとともに、担い⼿への農地集積による
経営規模の拡⼤に取り組んでいます。 

基盤整備を実施する前の平成 25(2013)年には、売上⾼の 98.1％が⽔稲、1.4％
が⼤⾖、⻨、なたねでしたが、区画整理や⽤排⽔路の整備を⾏うことにより⼤
型農業機械の導⼊が可能となり、⽣産コストが低減されるとともに、⽔⽥の汎
⽤化により、キャベツ等の作付けが可能となり、経営の多⾓化が実現しました。

 
この結果、能義第⼆地区での⼤⾖、

⻨、なたねの売上⾼は平成 25(2013)
年から平成 30(2018)年の 5 年で 4 倍
に増加しました。また、新たに導⼊し
たキャベツ、トマトの売上⾼も平成
28(2016)年から平成 30(2018)年の 2
年で 10 倍になりました。 
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令和 2(2020)年度においては、スマート農業実証プロジェクトと総務省が⾏う「地域課
題解決型ローカル 5G 等の実現に向けた開発実証1」の連携により、ロボットトラクタやロ
ボット摘採機の無⼈⾃動⾛⾏等の実証を、北海道岩⾒沢市

い わ み ざ わ し
、⼭梨県⼭梨

やまなし
市
し

、⿅児島県
志布志市
し ぶ し し

で⾏いました。また、ICT を活⽤したため池や農業⽤⽤排⽔路の監視・遠隔操作
等の実証を、静岡県袋井市

ふ く ろ い し
、兵庫県神⼾市

こ う べ し
で⾏いました。 

令和 3(2021)年度においては、各実証を継続するとともに、地⽅公共団体等による情報
通信環境の整備やそのために必要な調査・計画策定を⽀援するための新たな事業制度を創
設することとしています。 
 

 
 
((33))  農農業業⽔⽔利利施施設設のの戦戦略略的的なな保保全全管管理理  
((⽼⽼朽朽化化がが進進むむ農農業業⽔⽔利利施施設設をを計計画画的的、、効効率率的的にに補補修修・・更更新新))  

基幹的⽔路2や基幹的施設3(ダム、取⽔堰
しゅすいせき

等)等の基幹的農業⽔利施設の整備状況は、平
成 30(2018)年度末時点で、基幹的⽔路が 5 万 1,454km、基幹的施設が 7,632 か所となって
おり、これら施設は⼟地改良区等が管理しています。 

基幹的農業⽔利施設の相当数は、戦後から⾼度成⻑期に整備されてきたことから、⽼朽
化が進⾏しています。令和元(2019)年度における、経年劣化やその他の原因による農業⽔
利施設4(基幹的農業⽔利施設以外も含む。)の漏⽔等の突発事故は、依然として⾼い⽔準と
なっています。標準耐⽤年数を経過している基幹的農業⽔利施設は、再建設費ベースで 5.2
兆円であり、全体の 27％を占めています。さらに、今後 10 年のうちに標準耐⽤年数を超
過する施設を加えると 8 兆円であり、全体の 41％を占めています (図図表表 22--66--66)。  

 
1 令和3(2021)年度以降は「課題解決型ローカル5G 等の実現に向けた開発実証」に名称を変更 
2 農業⽤⽤排⽔のための利⽤に供される末端⽀配⾯積が100ha 以上の⽔路 
3 農業⽤⽤排⽔のための利⽤に供される⽔路以外の施設であって、受益⾯積が100ha 以上のもの 
4 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 2-6-5 北海道における光ファイバ利⽤可能農地⾯積率 

資料：総務省「北海道農業 ICT/IoT 懇談会」報告書(平成 31(2019)年 3 ⽉ 13 ⽇) 
注：平成 29(2017)年度末時点 
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このような状況の中、農林⽔産省は、点検や機

能診断、監視等により、農業⽔利施設の⽼朽化に
よるリスクを評価し、その結果に基づき、予防保
全も含めた補修・更新等の様々な対策⼯法を⽐較
検討した上で、適切な対策を計画的かつ効率的に
実施するストックマネジメント1を推進すること
により、施設の⻑寿命化とライフサイクルコスト2

の低減を図っています。 
 
((44))  農農業業・・農農村村のの強強靱靱化化にに向向けけたた防防災災・・減減災災対対策策  
((国国⼟⼟強強靱靱化化基基本本計計画画等等をを踏踏ままええたたハハーードド、、ソソフフトト⾯⾯のの対対策策をを実実施施))  

頻発する豪⾬、地震等の災害に対応し、安定した農業経営や農村の安全・安⼼な暮らし
を実現するため、農林⽔産省は、平成 26(2014)年に閣議決定した「国⼟強靱化基本計画」
(平成 30(2018)年改定)を踏まえ、農業⽔利施設の⻑寿命化や統廃合を含むため池の総合的
な対策の推進等のハード⾯での対策と、ハザードマップの作成や地域住⺠への啓発活動等
のソフト⾯での対策を組み合わせた防災・減災対策を推進しています。 

耐震対策が必要な農業⽤ダムや頭⾸⼯
とうしゅこう

の国営造成施設の耐震化計画の策定割合は令和
2(2020)年度に 100％を⽬標としていたところ、平成 30(2018)年度末時点で、72％となっ
ています(図図表表 22--66--77)。また、令和元(2019)年度までにハザードマップを作成した防災重
点ため池は約 1 万 3 千か所となっています。 

 

 
1 施設の機能がどのように低下していくのか、どのタイミングで、どの対策を取れば効率的に⻑寿命化できるのかを検討し、施設の

機能保全を効率的に実施することを通じて、施設の有効活⽤や⻑寿命化を図り、ライフサイクルコストを低減する取組 
2 施設の建設に要する経費、供⽤期間中の維持保全コストや、廃棄にかかる経費に⾄るまでの全ての経費の総額 

図表 2-6-6 基幹的農業⽔利施設の⽼朽化状況 

資料：農林⽔産省「農業基盤情報基礎調査」 
注：1) 基幹的農業⽔利施設(受益⾯積 100ha 以上の農業⽔利施設)の資産価値(再建設費ベース) 
  2) 平成 30(2018)年度末時点 

1.4兆円

3.8兆円

1.1兆円

1.7兆円

11.6兆円

国営

県営等

県営等

国営⾮超過
全体100％
(19.6兆円)

さらに今後10年のうちに標準耐用年

数を超過する施設を加えると

施施設設全全体体のの41％％（（8.0兆兆円円））

既に標準耐用年数を超過した施設

施施設設全全体体のの27％％（（5.2兆兆円円））

      基基幹幹的的⽔⽔路路のの補補修修  
資料：農林⽔産省作成 

点検・診断 補修後 
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令和 2(2020)年 12 ⽉に「防災・減災、
国⼟強靱化のための 5 か年加速化対策1」
を閣議決定し、令和 3(2021)年度から令和
7(2025)年度までの 5 か年を対象に、必要
な事業規模を定め、集中的に対策を講じる
こととなりました。農業・農村分野では、
「流域治⽔対策(農業⽔利施設の整備、⽔
⽥の貯留機能向上)」、「防災重点農業⽤た
め池2の防災・減災対策」及び「農業⽔利
施設等の⽼朽化、豪⾬・地震対策」等に取
り組むこととしています。 

 
 
 
 
 

 
 

((たためめ池池⼯⼯事事特特措措法法をを施施⾏⾏))  
平成 30 年 7 ⽉豪⾬では 32 か所のため池が決壊し、甚⼤な被害が発⽣しましたが、その

 
1 第4 章第4 節を参照 
2 防災重点ため池と同義。令和2(2020)年10 ⽉に施⾏された防災重点農業⽤ため池に係る防災⼯事等の推進に関する特別措置法第2

条に規定 

 
愛知県の尾張

お わ り
⻄部
せ い ぶ

地区は、名古屋市
な ご や し

、⼀宮市
いちのみやし

、津島市
つ し ま し

、江南市
こ う な ん し

、
稲沢市
い な ざ わ し

、愛⻄市
あ い さ い し

、清須
き よ す

市
し

、弥富市
や と み し

、あま市
し

、⼤治町
おおはるちょう

、蟹江町
かにえちょう

、⾶島村
とびしまむら

にまたがる 1 万 1,608ha の農地を有する地帯です。豊かな⽊曽川
き そ が わ

の
⽔を活かして、⽔稲を中⼼に⼩⻨、⼤⾖、野菜等を組み合わせた
農業経営が⾏われています。 

尾張⻄部地区は、地区の⼤半が海⾯以下と標⾼が低いため、昭
和 34(1959)年の伊勢湾台⾵や昭和 49(1974)年、昭和 51(1976)年
の豪⾬により合わせて 9,320ha の農地が甚⼤な被害を受けました。
そのため、昭和 60(1985)年から平成 8(1996)年にかけて国営かん
がい排⽔事業により⽇光

にっこう
川
がわ

河⼝排⽔機場や尾⻄
び さ い

排⽔機場を整備
し、排⽔を改良しましたが、施設の経年的な劣化により、ポンプ
設備の故障、ポンプ建屋のひび割れ等の機能低下が⽣じ、排⽔機
能の維持、施設の維持管理に多⼤な費⽤を要することが懸念され
ていました。 

このため、平成 30(2018)年度から令和 2(2020)年度にかけて排
⽔施設の機能維持や⻑寿命化を図るため、「防災・減災、国⼟強靱
化のための 3 か年緊急対策」に基づき、排⽔施設の機能保全、耐
震化のための整備を⾏いました。 

これにより、令和 2(2020)年 7 ⽉の豪⾬では排⽔機場が稼働し、
農地、宅地等の湛⽔

たんすい
被害を未然に防ぐことができました。 

対対策策後後のの排排⽔⽔機機場場全全景景  
 

((事事例例))  排排⽔⽔機機能能のの確確保保にによよりり、、農農地地等等へへのの被被害害をを未未然然にに防防⽌⽌((愛愛知知県県))  

図表 2-6-7 国営造成施設の耐震化計画の策定
割合 

資料：国⼟強靱化推進本部「国⼟強靱化年次計画 2020」 
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多くが防災重点ため池に選定されていないものでした。このため、平成 30(2018)年に国が
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」を定め、都道府県が同基準に基づき再選
定を⾏った結果、防災重点ため池の数は約 1 万 1 千か所から令和元(2019)年 5 ⽉末時点で
約 6 万 4 千か所へと⼤幅に増加しました。 

防災重点ため池が増加する中で、都道府県知事や市町村⻑から「地⽅公共団体の財政や
マンパワーには限界があり、計画的に防災⼯事を推進するためには、財政⽀援や技術⽀援
が必要」との声が数多く寄せられたことから、令和 2(2020)年 6 ⽉、「防災重点農業⽤ため
池に係る防災⼯事等の推進に関する特別措置法」(以下「ため池⼯事特措法」という。)が
議員⽴法により成⽴、同年 10 ⽉に施⾏されました。 

ため池⼯事特措法では、集中的かつ計画的に防災⼯事等を推進するため、都道府県が推
進計画を策定し、国は必要な財政上の措置、地⽅債について特別の配慮を講ずることとさ
れています。加えて、都道府県は、防災⼯事等の確実かつ効果的な実施に関して必要な技
術的指導、助⾔その他の援助に努めることとされており、必要に応じて⼟地改良事業団体
連合会の協⼒を求めることができる旨が規定されました。ため池整備に対する知⾒、能⼒
を有する⼟地改良事業団体連合会が、ため池の点検調査、現地パトロール、劣化状況評価
等の活動を「ため池サポートセンター」として⾏う先進的な事例もあり、農林⽔産省では
これらの事例を全国的に広めていくこととし、ため池サポートセンターの設置や活動等を
⽀援しています。 

さらに、ため池⼯事特措法に基づき、ため池の貯⽔量、住宅等の数及び公共施設の重要
度を踏まえて、優先度の⾼いものから防災⼯事等に取り組むとともに、防災⼯事等が実施
されるまでの間についても、ハザードマップの作成や監視・管理体制の強化等を⾏うなど、
これらの対策を適切に組み合わせて、ため池の防災・減災対策を推進することとしていま
す。 

 
((流流域域治治⽔⽔のの取取組組をを推推進進))  

農林⽔産省では、関係省庁と連携して流域治⽔の取組を推進することとしています。 
河川の流域には、⽔⽥、農業⽤ダム、排⽔機場、ため池が存在しており、流域全体で治

⽔対策を進めていく中で、これらの農地・農業⽔利施設が持つ洪⽔調節機能の活⽤に取り
組んでいます。このため、農林⽔産省では、関係省庁や地⽅公共団体、農業関係者等と連
携しながら、⼤⾬により⽔害が予測される際に、(1)事前に農業⽤ダムの⽔位を下げて⾬⽔
を貯留する「事前放流」、(2)⽔⽥に⾬⽔を⼀時的に貯留させる「⽥んぼダム」、(3)ため池
への⾬⽔の⼀時的な貯留、(4)農作物への被害のみならず、市街地や集落の湛⽔

たんすい
被害も防

⽌・軽減させる排⽔施設の整備等、流域治⽔の取組を通じた防災・減災対策を強化してい
ます(図図表表 22--66--88)。 

令和元(2019)年 12 ⽉に策定した「既存ダムの洪⽔調節機能の強化に向けた基本⽅針」
においては、1 級⽔系の利⽔ダムについて、令和 2(2020)年 5 ⽉までに河川管理者、ダム
管理者及び関係利⽔者との間で治⽔協定を締結し、事前放流や時期ごとの貯⽔位運⽤によ
り、ダムの有効貯⽔容量を洪⽔調節に活⽤する新たな運⽤を図ることとされました。これ
を踏まえて、特に農業⽤ダムについては、1 級⽔系に存在している 265 基全てのダムで治
⽔協定を締結し、洪⽔調節機能を強化した新たな運⽤が開始され、2 級⽔系においても、
順次、治⽔協定の締結が進められています。 
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((低低平平地地やや⼲⼲拓拓地地のの排排⽔⽔機機場場、、海海岸岸堤堤防防のの整整備備にによよりり周周辺辺のの農農地地、、農農作作物物をを保保全全))  
低平地や⼲拓地の排⽔機場の多くは、ダム、取

⽔堰等の農業⽔利施設と同様に⽼朽化が進⾏し
ており、ポンプ設備が故障した場合、農地、農業
⽤施設のみならず、地域に居住する住⺠の⽣命や
財産に対して、甚⼤な被害が発⽣するおそれがあ
ります。このため、農林⽔産省は、国営事業や補
助事業等を活⽤し、予防保全も含めたポンプ設備
の補修・更新等を推進しています。 

また、農地周辺の海岸堤防は、津波、⾼潮、波浪等から周辺の農地、農作物等を守るも
のです。⼤規模地震が想定されている地域等で、耐震対策等を必要とする農地周辺の海岸
堤防は約 150km に及び、⼤規模地震が発⽣した際、周辺の農地が被災するおそれがありま
す。 

このため、令和 2(2020)年度において、農林⽔産省は、⼤規模地震が想定され津波や⾼
潮による浸⽔被害及び内⽔氾濫のおそれがある地域で、⽔⾨、排⽔機場等の⼤規模改修を
計画的、集中的に⾏う補助事業を創設しました。これにより、農林⽔産省が 3 地区、また、
19 道県が創設した補助事業や農⼭漁村地域整備交付⾦等を活⽤して、農地周辺の海岸堤防、
離岸堤
り が ん て い

、消波ブロックの整備、地盤の改良等を⾏いました。 

図表 2-6-8 農地・農業⽔利施設を活⽤した流域の防災・減災の推進(「流域治⽔」の取組) 

資料：農林⽔産省作成 
 

農農業業用用ダダムムのの活活用用 水水田田のの活活用用（（田田んんぼぼダダムム））

たためめ池池のの活活用用 排排水水施施設設等等のの活活用用

大雨が予想され

る際にあらかじめ
水位を下げること
等によって降雨を
ダムに貯留し、下
流域の氾濫被害
リスクを低減

水田の排水口

への堰板の設置
等による流出抑
制(田んぼダム)に
よって下流域の
湛水被害リスクを
低減

ため池の洪水

吐にスリット(切
り欠き)を設けて
貯水位を低下さ
せ、洪水調節容
量を確保

農業用の用排

水路や排水機場・
樋門等は、市街
地や集落の湛水
も防止・軽減

⽼⽼朽朽化化ししたた⼲⼲拓拓地地ののポポンンププ設設備備  
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第第７７節節  需需要要構構造造等等のの変変化化にに対対応応ししたた⽣⽣産産基基盤盤のの強強化化とと流流通通・・加加⼯⼯
構構造造のの合合理理化化  

 

 

我が国では、各地域の気候や⼟壌等の条件に応じて、様々な農畜産物が⽣産されていま
す。消費者ニーズや海外市場、加⼯・業務⽤等の新たな需要に対応し、国内外の市場を獲
得していくためには、各品⽬の⽣産基盤の強化が重要です。さらに、そのためには、労働
安全性の向上や⽣産資材の低コスト化等も重要です。本節では、これらに係る取組等の動
向について紹介します。 

 
((11))  畜畜産産・・酪酪農農のの⽣⽣産産基基盤盤強強化化等等のの競競争争⼒⼒強強化化  
((飼飼養養⼾⼾数数がが減減少少すするる中中、、⼤⼤規規模模化化がが進進展展))  

飼養⼾数が全ての畜種で減少する中で、１⼾当たりの飼養頭⽻数は、いずれの畜種でも
増加傾向となっています(図図表表 22--77--11)。 

 

 
 

図表 2-7-1 畜種別に⾒る飼養⼾数と 1 ⼾当たり飼養頭⽻数の推移 

資料： 農林⽔産省「畜産統計」 
注：1) 各年 2 ⽉ 1 ⽇時点 

2) 飼養者が複数の飼養地(畜舎)を持ち、個々に要員を配置して飼養を⾏っている場合は、それぞれの飼養地(畜舎)を１飼養者とした。
なお、飼養者とは、家畜を飼養する全ての者(個⼈⼜は法⼈)のことで、学校、試験場等の⾮営利的な飼養者を含む。 

3) 平成 31(2019)年及び令和 2(2020)年の⾁⽤⽜の数値は、⽜個体識別全国データベース等の⾏政記録情報等により集計した数値 
4) ⾁⽤⽜の 1 ⼾当たり飼養頭数の⼦取り⽤めす⽜、肥育⽤⽜、乳⽤種については、平成 30(2018)年以前と平成 31(2019)年以降では、

算出⽅法が異なるため平成 30(2018)年と平成 31(2019)年を点線でつなげている。 
5) ⾁⽤⽜のうち乳⽤種については、交雑種を含む。 

（⾁⽤⽜の飼養⼾数）              (⾁⽤⽜の 1 ⼾当たり飼養頭数) 
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図表 2-7-1 畜種別に⾒る飼養⼾数と 1 ⼾当たり飼養頭⽻数の推移(続き) 

資料： 農林⽔産省「畜産統計」、「畜産物流通統計」 
注：1) 各年 2 ⽉ 1 ⽇時点 
  2) 採卵鶏の飼養⼾数、飼養⽻数は、成鶏めす 1,000 ⽻以上の飼養者の数値 
  3) ブロイラーの平成 21(2009)年の数値は全飼養者の数値、平成 29(2017)年以降の数値は、年間出荷⽻数 3,000 ⽻以上の飼養者の数値 

 4) 飼養者が複数の飼養地(畜舎)を持ち、個々に要員を配置して飼養を⾏っている場合は、それぞれの飼養地(畜舎)を１飼養者とした。 
      なお、飼養者とは、家畜を飼養する全ての者(個⼈⼜は法⼈)のことで、学校、試験場等の⾮営利的な飼養者を含む。 

5) 平成 31(2019)年及び令和 2(2020)年の乳⽤⽜数値は、⽜個体識別全国データベース等の⾏政記録情報等により集計した数値 
6) 乳⽤⽜の 1 ⼾当たり飼養頭数については、平成 30(2018)年以前と平成 31(2019)年以降では、算出⽅法が異なるため平成 30(2018)

年と平成 31(2019)年を点線でつなげている。 
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((⾁⾁⽤⽤⽜⽜のの⽣⽣産産基基盤盤のの維維持持・・強強化化をを推推進進))  
⾁⽤⽜の飼養頭数は、平成 22(2010)年度以降、減少傾向にありましたが、繁殖雌⽜は農

家の規模拡⼤や、キャトルブリーディングステーション(CBS)1、キャトルステーション
(CS)2の活⽤等により、平成 27(2015)年度以降は増加に転じており、令和元(2019)年度に
は、62 万 2 千頭となりました。 

農林⽔産省は、⾁⽤⽜の⽣産基盤強化を図るための取組として、CBS、CS の活⽤や、ICT3

等の新技術を活⽤した発情発⾒装置や分べん監視装置等の機械装置の導⼊やコントラクタ
ー等の外部⽀援組織の機能強化等を⽀援することにより、⽣産性の向上と省⼒化を推進し
ています。 

⽜⾁⽣産量は、従来からの事業に加え、平成 27(2015)年度から畜産クラスター事業を推
進し⽣産基盤の強化が図られたこと等により、平成 29(2017)年度と平成 30(2018)年度は
増加しましたが、令和元(2019)年度は、乳⽤種去勢、交雑種が減少していることから、前
年度に⽐べ 1.1%減少の 47 万 1 千 t となりました(図図表表 22--77--22)。 
 

 
 
我が国の⽜⾁の消費量は近年増加しており、輸⼊量も増加傾向にありますが、アジア地

域の経済成⻑に伴う需要拡⼤や、アフリカ豚熱4の発⽣により中国の⾷⾁輸⼊量が増加し続
けていることにより、世界的な⽜⾁の需給バランスに変化が⽣じています。 

⼀⽅で、和⽜の海外での認知度向上等を背景に、我が国の⽜⾁輸出は年々増加していま

 
1 繁殖経営で多くの時間を費やす、繁殖雌⽜の分べん・種付けや⼦⽜の哺育を集約的に⾏う組織 
2 繁殖経営で⽣産された⼦⽜の哺育・育成を集約的に⾏う組織であり、繁殖雌⽜の預託を⾏う場合がある。 
3 ⽤語の解説3(2)を参照 
4 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 2-7-2 ⾁⽤⽜の飼養頭数と⽜⾁⽣産量 

資料：農林⽔産省「畜産統計」、「⾷料需給表」 
注：1) 飼養頭数は、各年度２⽉１⽇時点 
  2) ⾁⽤肥育⽜の飼養頭数は、⾁⽤種の肥育⽤⽜と乳⽤種の合計 

3) ⽜⾁⽣産量は枝⾁ベース 
4) 令和元(2019)年度の⽜⾁⽣産量は概算値 
5) 平成 30(2018)年度及び令和元(2019)年度の⾁⽤肥育⽜飼養頭数と繁殖雌⽜飼養頭数は、⽜個体識別全国データベース等の⾏政記

録情報等により集計した数値 
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す。令和２(2020)年の輸出量は前年に⽐べ 11.6％増加の 4,845ｔとなり、輸出額は前年に
⽐べ 2.7％減少の 289 億円となりました(図図表表 22--77--33)。令和 2(2020)年４⽉に設置された農
林⽔産⼤⾂を本部⻑とする農林⽔産物・⾷品輸出本部の下、令和 12(2030)年までに輸出額
を 3,600 億円とすることを⽬標としています。 
 

 
 
将来にわたり国⺠に安定的に⽜⾁を供給するとともに、新たな市場獲得を図るためには、

国内の⽣産基盤を強化し、国産⽜⾁の⽣産量を増加させる必要があります。⼀⽅、流通⾯
では、⽣産者の顔が⾒える商品を求める消費者ニーズが⾼まる中、⽣産者と消費者の結節
点として、⾼品質な⾷⾁を安定的に供給していくことが重要となっています。 

このため、農林⽔産省では、平成 27(2015)年度から、地域ぐるみで⾼収益型の畜産を実
現するための畜産クラスター事業により経営の体質強化等を進めています。また、輸出の
拡⼤に向けて和⽜の増頭・増産を⼤幅に進めるため、繁殖雌⽜の増頭奨励⾦の交付等によ
る⽣産基盤の強化を推進しています。 

さらに、増頭に伴う⼦⽜の取引の円滑化に向けて、家畜市場の再編整備等の流通改⾰を
推進しています。 
  

図表 2-7-3 我が国の⽜⾁の輸出量と輸出額 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成  
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((酪酪農農のの⽣⽣産産基基盤盤のの維維持持・・強強化化をを推推進進))  
乳⽤⽜の飼養頭数は平成 14(2002)年以

降減少を続けていましたが、⼦⽜の出⽣頭
数が増加したことから、平成 30(2018)年以
降増加に転じ、令和２(2020)年は前年に⽐
べ１万 3 千頭増加し 135 万頭となりました
(図図表表 22--77--44)。また、１⼾当たりの飼養頭
数は増加傾向で推移しており、⼤規模化が
進展しています。 

さらに、令和元(2019)年度の⽣乳⽣産量
は、都府県では飼養⼾数の減少に伴い飼養
頭数が減少し、依然として減少傾向が続く
⼀⽅、北海道では飼養頭数の増加に伴い、
初めて 400 万ｔの⼤台を上回った結果、全
国での⽣産量は 736 万 2 千 t と４年ぶりに
増加に転じました(図図表表 22--７７--55）。 

このような規模拡⼤や⽣産量増加の背
景には、乳⽤⽜の⽣産基盤強化を図るため
の取組として、雌⽜⽣産⽤の性判別精液の
活⽤等による乳⽤後継⽜の確保や預託等を
通じた雌⼦⽜の着実な育成等を推進してい
ることが挙げられます。 

このほか、⽣乳⽣産量が減少している都
府県での増頭に向けた奨励⾦の交付や、中
⼩・家族経営の環境整備等を推進し、搾乳
ロボットの導⼊⽀援、酪農ヘルパーや
TMR センター等の外部⽀援組織の強化を
促進しています。 

⼀⽅、⽣乳の需要は、⽜乳等については
減少傾向で推移してきましたが、近年は、
健康志向の⾼まりにより横ばいで推移して
います。また、乳製品については、⾷⽣活
の洋⾵化等に伴い、チーズ、⽣クリーム等
の需要が拡⼤しており、特に、需要が伸び
ているチーズは国内⽣産が横ばいで推移し
ていることから輸⼊量が増加傾向にありま
す。今後は、輸⼊で補っている乳製品の需
要を国産に置き換えていくことが重要であ
り、国内需要に応じた⽣乳の⽣産を確保していくことが必要です。 
 

 

図表 2-7-5 ⽣乳⽣産量 

資料：農林⽔産省「⽜乳乳製品統計」 
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図表 2-7-4 乳⽤⽜の飼養頭数 

資料：農林⽔産省「畜産統計」 
注：1) 各年２⽉１⽇時点 
  2) 平成 31(2019)年及び令和 2(2020)年の数値は、⽜個体識 

別全国データベース等の⾏政記録情報等により集計した 
数値 

3) 平成 30(2018)年以前と平成 31(2019)年以降では、算出⽅法
が異なるため平成30(2018)年と平成31(2019)年を点線でつ
なげている。 
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((畜畜舎舎等等のの建建築築等等及及びび利利⽤⽤のの特特例例にに関関すするる法法律律案案をを国国会会にに提提出出))  
畜舎等の建築基準については、これまでも国⼟交通省と連携して基準緩和に取り組んで

きましたが、近年の建築コストの⾼騰を背景に畜産農家等から基準緩和を求める声が⾼ま
りました。 

このような情勢を踏まえ、令和元(2019)年６⽉に閣議決定した「規制改⾰実施計画」を
受けて、畜産農家、建築関係者等から成る「新たな畜舎建築基準等のあり⽅に関する検討
委員会」を設置し、畜舎等を建築基準法の適⽤から除外する特別法について検討を⾏い、
令和２(2020)年５⽉に中間取りまとめが⽰されました。 

その後、同年７⽉に閣議決定した「規制改⾰実施計画」を受け、令和３(2021)年３⽉に、
畜舎等の建築等に関する計画の認定制度を創設し、その計画に基づき建築等が⾏われる畜
舎等に関する建築基準法の特例を定めることを内容とする「畜舎等の建築等及び利⽤の特
例に関する法律案」を国会に提出しました。 

 
((豚豚⾁⾁、、鶏鶏⾁⾁、、鶏鶏卵卵のの⽣⽣産産量量はは微微増増))  

豚⾁の⽣産量は、平成 26(2014)年度には
前年度の猛暑、豚流⾏性下痢(PED)発⽣の
影 響 等 に よ り 減 少 し ま し た が 、 平 成
27(2015)年度以降は、畜産クラスター事業
の取組により、回復傾向で推移し、令和元
(2019)年度は前年度に⽐べ 0.6％増加の
129 万 t となりました(図図表表 22--77--66)。 

鶏⾁は、消費者の健康志向等の⾼まりを
受け、価格が堅調に推移していること等か
ら⽣産量が増加傾向にあり、令和元(2019)
年度は前年度に⽐べ 2.1%増加の 163 万 3
千 t となりました。 

鶏卵は、平成 25(2013)年度以降の堅調な
価格を背景に⽣産が拡⼤傾向で推移し、令
和元(2019)年度の⽣産量は前年度に⽐べ
0.4％増加の 264 万 t となりました。 

 
((国国産産飼飼料料作作物物、、エエココフフィィーードドのの⽣⽣産産・・利利⽤⽤のの推推進進))  

令和２(2020)年産の飼料作物の作付⾯積は、牧草等の減少により、前年に⽐べ
5,900ha(0.6%)減少の 95 万 6 千 ha となりました。また、令和元(2019)年産の飼料作物の
TDN1ベースの収穫量は、⻘刈りとうもろこしの収穫量の増加等により、前年に⽐べ 1.0％
増加の 370 万 TDNt となりました(図図表表 22--77--77）。粗飼料については 8 割を⾃給しています
が、これを全て国産にするため、農林⽔産省では、⻘刈りとうもろこしの⽣産や放牧等を
推進しています。 

 

 
1 Total Digestible Nutrients の略で、家畜が消化できる養分の総量 

図表 2-7-6 豚⾁、鶏⾁、鶏卵の⽣産量 

資料：農林⽔産省「⾷料需給表」  
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なお、放牧については、乳⽤⽜、⾁⽤

⽜の繁殖雌⽜の飼養頭数に占める放牧頭
数の割合は、乳⽤⽜、⾁⽤⽜共にほぼ横
ばい傾向にあり、令和元(2019)年の割合
は乳⽤⽜では 20.4％、⾁⽤⽜では 17.4%
となりました(図図表表 22--77--88）。 

エコフィード1(⾷品残さ等を利⽤した
飼料)の製造数量は、近年ほぼ横ばいで推
移しており、令和元(2019)年度は 119 万
TDNt となっています。これは濃厚飼料
全体の約 6％に当たります(図図表表 22--77--99）。 

畜産農家の経営費に占める飼料費の割
合は、肥育⽜で３割、養鶏で６割となる
中で、濃厚飼料については主原料のとう
もろこし等のほとんどを輸⼊に依存して
おり、国際相場や為替レート等の影響を
受けるため、国産の飼料⽤⽶や⼦実⽤と
うもろこし等の国内の飼料資源に置き換
えるとともに、エコフィードの⽣産利⽤
推進を図っていくことが、我が国の畜産

 
1 ⽤語の解説３(1)を参照 

図表 2-7-7 飼料作物の作付⾯積と収穫量 

資料：農林⽔産省「耕地及び作付⾯積統計」 
注：1) 収穫量は農林⽔産省「作物統計」等を基に農林⽔産省で推計 

2) 飼料⽤⽶及び WCS ⽤稲の作付⾯積は、農林⽔産省「新規需要⽶の取組計画認定状況」 
3) 令和 2(2020)年産は概数値 
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図表 2-7-8 飼養頭数に占める放牧頭数の割合 

資料：⼀般社団法⼈⽇本草地畜産種⼦協会調べ、農林⽔産省「畜産統
計」を基に農林⽔産省で作成 

注：1) ⾁⽤⽜は繁殖雌⽜（１歳未満を含む。）の数値  
2) 放牧頭数は、経営内放牧と公共牧場に委託して放牧され 

ている頭数の計であり、重複している場合を含む。 
 3) 放牧頭数について、集計⽅法に変更があり、令和元(2019)年

度以前の⾷料・農業・農村⽩書において記載している数値と
⼀致しない。 

19.6 19.8 19.8 20.2 20.4 20.4

17.5
18.3 18.0 18.6

17.0 17.4

13

15

17

19

21

23

25

平成
26年

(2014)

27
(2015)

28
(2016)

29
(2017)

30
(2018)

令和
元年

(2019)

乳⽤⽜

～～

0 

％

⾁⽤⽜(繁殖)

176

需要構造等の変化に対応した生産基盤の強化と流通・加工構造の合理化第7節



業の⽣産基盤を強化する上で重要となっています。 
 このため、農林⽔産省では、飼料化事業者の持続的な原料確保の促進、地域の未利⽤資
源を新たに飼料として活⽤するための取組等によりエコフィードの⽣産と利⽤を推進して
います。 
 

 
 

 

((22))  新新たたなな需需要要にに応応ええるる園園芸芸作作物物等等のの⽣⽣産産体体制制のの強強化化  
アア  野野菜菜  
((野野菜菜のの⽣⽣産産量量はは前前年年産産よよりり増増加加))  

野菜の作付⾯積は、⽣産者の減少や⾼齢化の進⾏により近年緩やかに減少しており、令
和元(2019)年産も前年産に⽐べ 4,100 ha 減少の 38 万 4 千 ha となりました。⽣産量は、近
年、天候の影響を受けて増減しているものの、おおむね横ばいで推移しています。令和元
(2019)年産の⽣産量は、⽣育が平年並であったことから天候不順の影響で減少した前年産
に⽐べ 1.7％増加の 1,166 万ｔとなりました(図図表表 22--77--1100)。 
 

図表 2-7-9 エコフィードの製造数量と濃厚飼料に占める割合 

資料：農林⽔産省作成  
注：1) 平成 29(2017)年度の集計から対象品⽬が減少したため、平成 28(2016)年度以前とは連続しない。 

2) ⾚点線は、平成 28(2016)年度以前と平成 29(2017)年度以降で連続性がないことを⽰す。 
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((野野菜菜需需要要のの６６割割はは加加⼯⼯・・業業務務⽤⽤向向けけ))  
近年、野菜需要の６割は加⼯・業務⽤向けが占めています。加⼯・業務⽤野菜は、かぼ

ちゃ等実需者等から国産需要が⾼いものの、国産が出回らない時期がある品⽬や、たまね
ぎ等⽪むき等の⼀次加⼯をしてから輸⼊される品⽬では、⼀定量の輸⼊が定着しています。 

また、ほうれんそう、ブロッコリー等の冷凍野菜は、⻑期保存が可能で調理の利便性が
⾼いこと等を背景に、国内消費量が増加傾向にあり、令和元(2019)年の国内流通量は 116
万 1 千 t となりました(図図表表 22--77--1111）。国内での⽣産は、平成 26(2014)年の 10 万 t 以後緩
やかに減少し、近年では７万 t 台で推移しています。⼀⽅、冷凍野菜の輸⼊量は、令和元
(2019)年では 108 万 9 千ｔとなり、国内流通量の９割以上が輸⼊冷凍野菜となっています。 

図表 2-7-10 野菜の作付⾯積と⽣産量 

資料：農林⽔産省「野菜⽣産出荷統計」、「⾷料需給表」 
注：1) 作付⾯積は、「野菜⽣産出荷統計」のうち、ばれいしょを除いたもの 

2) ⽣産量は年度の数値。令和元(2019)年度は概算値 
3) 根菜類は、根部及び地下茎を⾷⽤に供するもので、だいこん、かぶ、にんじん、ごぼう、れんこん、さといも、やまのいも等 
4) 葉茎菜類は、葉茎を⾷⽤に供するもので、はくさい、キャベツ、ほうれんそう、ねぎ、たまねぎ等 
5) 果菜類は、果実を⾷⽤に供するもので、なす、トマト、きゅうり、かぼちゃ、ピーマン等 
6) 果実的野菜は、果菜類のうち、市場等で果実として扱われているいちご、すいか、メロン等 
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((野野菜菜のの⽣⽣産産体体制制強強化化をを推推進進))  
令和元(2019)年 12 ⽉に策定された農業⽣産基盤強化プログラムでは、加⼯・業務⽤野

菜等の新たな需要に応える園芸作物の⽣産体制を⼀層強化することとされています。 
このため、農林⽔産省では、複数産地と連携して実需者への安定供給を果たす農業法⼈、

農協関連法⼈等の拠点事業者の育成、⽔⽥を活⽤した新たな野菜産地の形成、端境期にお
ける野菜の⽣産拡⼤や労働⽣産性の向上に必要となる機械化⼀貫体系の導⼊等の施策を推
進しています。 

 
イイ  果果実実  
((果果樹樹のの⽣⽣産産量量はは前前年年産産よよりり減減少少))  

果樹の栽培⾯積は、⽣産者の減少や⾼齢化の進⾏により近年緩やかに減少しており、令
和元(2019)年産も前年産に⽐べ 3,500ha 減少の 20 万 9 千 ha となりました。また、令和元
(2019)年産の⽣産量は、天候不順等の影響により前年産に⽐べ、4.9％減少の 270 万 1 千 t
となりました(図図表表 22--77--1122）。特にりんごは、夏期の⾼温少⾬等の影響により着⾊不良や成
熟の遅延が⽣じた産地があったことに加え、台⾵による落果被害等を受けた産地もあった
こと等から、前年産に⽐べ 7.1％減少しました。その他の果樹では、うめは主産地である
和歌⼭県等において、平成 30(2018)年の台⾵第 21 号の影響により着果量が少なかったこ
とに加え、少⾬の影響により果実肥⼤が進まなかったこと等から、作柄が良好であった前
年産に⽐べ 21.6％減少しました。 

 
 

図表 2-7-11 冷凍野菜の国内流通量 

資料：⼀般社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：冷凍野菜の国内流通量は輸⼊冷凍野菜と国内⽣産量を合計した数値 
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((⽣⽣産産抑抑制制的的なな施施策策かからら⽣⽣産産基基盤盤をを強強化化すするる施施策策へへ転転換換))  
我が国の果実は、消費者の簡便化志向や健康志向等を踏まえた優良品⽬・品種への転換

等により、種なしで⽪ごと⾷べられるシャインマスカット等の⾼品質な果実の⽣産が⾏わ
れていることで、国内外で⾼く評価されており、その国内産出額及び輸出額は増加傾向に
あります。 

その⼀⽅、⽣産者の減少や⾼齢化の進⾏等により栽培⾯積の減少が続くなど⽣産基盤が
脆 弱
ぜいじゃく

化する中、他の作物と⽐較して 10a 当たりの労働時間が⻑く、労働時間のピークが
収穫時期等の短期間に集中する構造もあいまって、園地の集積・集約化、⼤規模化が進ん
でいない状況にあります。さらに、近年頻発している⼤規模⾃然災害や気候変動による栽
培環境の変化、⿃獣・病害⾍等の様々なリスクを抱えています。 

こうした状況を踏まえ、農林⽔産省では、令和２(2020)年４⽉に新たな「果樹農業振興
基本⽅針」を策定し、供給過剰基調に対応した⽣産抑制的な施策から、低下した供給⼒を
回復し、⽣産基盤を強化するための施策に転換することとし、省⼒樹形の導⼊等による労
働⽣産性の抜本的な向上、新技術・新品種の開発・普及、輸出拡⼤に対応できる⽣産量の
増⼤や環境整備等に取り組んでいます。また、⾷の外部化1・簡便化に伴う消費者ニーズの
多様化・⾼度化に対応した、より付加価値の⾼い果実及び果実加⼯品の供給拡⼤や、流通
段階での⼈⼿不⾜に対応した、出荷規格の⾒直し等の省⼒・効率的な果実流通への転換等
を推進しています。 

  

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 2-7-12 主要果樹の栽培⾯積と⽣産量 

資料：農林⽔産省「耕地及び作付⾯積統計」、「⾷料需給表」 
注：⽣産量は年度の数値。令和元(2019)年度の⽣産量は概算値 

78.6 92.8 84.6 89.6 87.5 77.8 80.5 74.1 77.4 74.7

78.7 65.5 79.4 74.2 81.6 81.2 76.5 73.5 75.6 70.2

138.7 137.1 142.2 139.7 141.7 137.9 134.8 133.3 130.9 125.2

296.0 295.4 306.2 303.5 310.8 296.9 291.8 280.9 283.9 270.1

24.0 23.7 23.3 23.0 22.7 22.3 22.0 21.6 21.2 20.9

0

5

10

15

20

25

0

100

200

300

400

500

平成22
年産

(2010)

23
(2011)

24
(2012)

25
(2013)

26
(2014)

27
(2015)

28
(2016)

29
(2017)

30
(2018)

令和元
(2019)

万ha万ｔ 栽培⾯積(右⽬盛)

⽣産量

うんしゅう
みかん

りんご

その他

180

需要構造等の変化に対応した生産基盤の強化と流通・加工構造の合理化第7節



ウウ  花花きき  
((令令和和２２((22002200))年年４４⽉⽉にに新新たたなな基基本本⽅⽅針針をを策策定定))  

平成 30(2018)年産の花きは、⽣産者の減少等により前年に⽐べ作付⾯積が 1.9％(521ha)
減少の２万 6,307ha となり、産出額は 3.3％(120 億円)減少の 3,567 億円となりました(図図
表表 22--77--1133)。 
 我が国の花き産業は、花きの販売農家1数が減少傾向にありますが、45 歳未満の農業者
の割合は 15％と稲作等の他品⽬より⾼く、若い世代が活躍しています。また、産出額は農
業産出額の４％を占め、農地や農業の担い⼿の確保を図る上で重要な地位を占めています。 

国内の⽣産技術は⾼く、令和元(2019)年に開催された国際園芸博覧会(中国・北京市
ペ キ ン し

)に
おいて⼤賞を受賞するなど、国際的にも⾼い評価を得ており、近年、アジアや欧州、⽶国
向けを中⼼に輸出額が増加傾向にあります。令和元(2019)年の輸出額は 104 億円で、10
年前と⽐べ２倍に増加しており、輸出の拡⼤に向けた取組が進展しています。⼀⽅、近年
の国内市場における消費の伸び悩み、⼤量⽣産された安価な切り花の輸⼊の増加、燃油価
格の⾼騰等の課題があります。 
 このような中、農林⽔産省では、令和 2(2020)年４⽉に策定した新たな「花き産業及び
花きの⽂化の振興に関する基本⽅針」において、令和 12(2030)年までに産出額を 4,500 億
円、輸出額を 200 億円にすることを⽬標とし、ロボット、AI2、IoT3を活⽤したスマート農
業技術の導⼊、流通販路の合理化、国際園芸博覧会への政府出展等を活⽤した海外需要の
創出等を推進していくこととしています。 
 

 
 
 

 
1 ⽤語の解説2(3)を参照 
2 ⽤語の解説3(2)を参照 
3 ⽤語の解説3(2)を参照 

図表 2-7-13 花きの作付⾯積と産出額 

資料：農林⽔産省「花き⽣産出荷統計」、「花⽊等⽣産状況調査」 
注：その他は、球根類、鉢もの類、花壇⽤苗もの類、花⽊類、芝、地被植物類の合計 
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エエ  茶茶、、⽢⽢味味資資源源作作物物等等のの地地域域特特産産物物  
((アア))  茶茶    
((荒荒茶茶のの⽣⽣産産量量はは前前年年産産よよりり減減少少))  

令和２(2020)年産の茶は、⽣産者の⾼齢化に伴う労働⼒不⾜による廃園等により、栽培
⾯積は前年産に⽐べて 1,500ha 減少の 3 万 9 千 ha となりました。また、⽣産量は新型コ
ロナウイルス感染症の影響によるイベント等の中⽌による需要の減少等から、前年産に⽐
べて 14.6％減少し、７万 t となりました(図図表表 22--77--1144)。 

 

 
 

((茶茶のの輸輸出出額額はは 1100 年年前前にに⽐⽐べべ４４倍倍にに増増加加))  
茶の輸出は、海外の⽇本⾷ブームや健康志向の⾼まりにより近年増加傾向にあります。

令和２(2020)年については、輸出量は前年に⽐べ 3.2％増の 5,274t、輸出額は同 11.0％増
の 162 億円となっており、10 年前の平成 22(2010)年と⽐べると輸出額は約４倍に増加し
ています(図図表表 22--77--1155)。 

また、有機栽培による茶は海外でのニーズも⾼く、輸出先国の残留農薬基準に適合する
ことも可能なことから、輸出に適していると評価され、EU や⽶国等との有機同等性1の仕
組みを利⽤した有機栽培茶の輸出も増加傾向にあります(図図表表 22--77--1166）。 

今後、更に茶の輸出を拡⼤していくためには、輸出先国の残留農薬基準に適合する必要
があります。このため、輸出先国において我が国で使⽤されている主要な農薬の残留農薬
基準を設定するため、必要なデータの収集や相⼿国への申請を進めるとともに、国内にお
いては、病害⾍防除マニュアルの作成や各地での防除体系の確⽴を推進しています。 

 
1 他国・地域の有機認証を⾃国・地域の有機認証と同等のものとして取り扱うこと 

図表 2-7-14 茶の栽培⾯積と荒茶⽣産量 

資料：農林⽔産省「作物統計」 
注：1) 荒茶⽣産量の平成 25(2013)年産、平成 27(2015)〜令和元(2019)年産の数値は、主産県の調査結果から推計した数値 

2) 平成 23(2011)年産と平成 24(2012)年産の荒茶⽣産量は主産県の合計値 
3) 令和 2(2020)年産の荒茶⽣産量は概数値 
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図表 2-7-16 有機同等性の仕組みを利⽤した有機栽培茶の輸出量 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) ⽶国向けの輸出量は、平成 25(2013)年までは、レコグニションアグリーメントに基づき、農林⽔産省から認定された認証機関が

取りまとめた輸出実績のみを集計 
2) その他は、カナダとスイスの合計 
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図表 2-7-15 緑茶の輸出量と輸出額 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成 
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((イイ))  葉葉たたばばここ  
((収収穫穫⾯⾯積積、、収収穫穫量量共共にに減減少少))  

葉たばこの収穫⾯積と収穫量は、⽣産
者の⾼齢化の進⾏等から減少傾向にあり、
令和元(2019)年も前年に⽐べ収穫⾯積
は 8.2％減少の 6,500ha、収穫量は 1.2％
減少の１万 7 千ｔとなりました(図図表表 22--77--
1177)。 

葉たばこは、東北地⽅や九州地⽅で地
域経済を⽀える重要な作物の⼀つですが、
健康志向の⾼まりによる喫煙率の低下や
加熱式たばこの需要の拡⼤等に伴い、紙
巻きたばこの販売数量は減少傾向にあり
ます。 

農林⽔産省では、廃作に対する他品⽬
への転換の⽀援等の措置を⾏ってきまし
た。⽇本たばこ産業株式会社においても
⽣産性向上に向けた⽀援を⾏っています。 

 
 

((ウウ))  ⽢⽢味味資資源源作作物物  
((ててんんささいいのの収収穫穫量量はは微微減減、、ささととううききびびのの収収穫穫量量はは増増加加))  

てんさいの令和２(2020)年産の作付⾯積は、前年産並の５万 7 千 ha となりました(図図表表
22--77--1188)。⼀⽅、収穫量は、特に作柄の良かった前年産に⽐べ 1.9％減少の 391 万 2 千ｔに
なりました。糖度は前年産に⽐べ 0.4 ポイント低下し 16.4 度となりました。 

さとうきびは、平成 30(2018)年の台⾵の被害により株出し予定であった圃場
ほじょう

等を夏植え
の新植に変更したこと等から、令和元(2019)年産の収穫⾯積は前年産に⽐べ 2.2％減少し 2
万 2 千 ha となりました(図図表表 22--77--1199)。おおむね順調に⽣育したものの、収穫⾯積が減少
したことから、収穫量は前年産に⽐べ 1.8％減少し 117 万 4 千ｔとなりました。糖度は前
年産に⽐べ 0.8 ポイント上昇し 14.4 度となりました。 

また、令和 2(2020)年産は、春作業が順調に進み、春植え、株出⾯積が増加したことか
ら収穫⾯積は前年産に⽐べ 2.1％増加の２万 3 千 ha を⾒込んでいます(図図表表 22--77--1199)。⼀部
の島で台⾵の被害があったものの、全体としては順調に⽣育していることから収穫量は前
年産に⽐べ 11.7％増加の 131 万 1 千ｔを⾒込んでいます。 

 
 
 

 

 

 

図表 2-7-17 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」を基に農林⽔産省作成 
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((ててんんささいいはは⾵⾵害害軽軽減減対対策策、、ささととううききびびははススママーートト農農業業等等をを推推進進))  
てんさいは、北海道の畑作地帯において輪作体系に組み込まれる重要な作物であり、さ

とうきびは、台⾵等の⾃然災害に強く、沖縄県や⿅児島県南⻄諸島
なんせいしょとう

における基幹作物です。 
てんさいは、労働時間縮減に向け、直 播

ちょくはん
栽培や作業の共同化の取組が進展しています

が、直播栽培は春先の⾵害に弱い傾向があることから、農林⽔産省では、盛⼟による⾵害
軽減対策の普及を進めています。 

さとうきびは、⾼齢化の進⾏や⼈⼿不⾜から、機械化や省⼒的な株
かぶ

出
だし

栽培1の拡⼤等が進
んでいます。農林⽔産省では、機械収穫や株出栽培に適した新品種の「はるのおうぎ」の
栽培実証や更なる省⼒化に向けたスマート農業の導⼊を進めています。 

 
((砂砂糖糖のの需需要要拡拡⼤⼤にに向向けけ「「あありりがが糖糖運運動動」」をを展展開開))  

砂糖は脳とからだのエネルギー源となる重要な品⽬です。農林⽔産省では、砂糖の需要
拡⼤を応援する取組として、平成 30(2018)年から、砂糖に関する総合的な情報サイトを開
設し、砂糖の正しい情報を提供し、砂糖関連業界による取組と連携しながら、砂糖の需要、

 
1 さとうきび収穫後に萌芽する茎を肥培管理し、１年後のさとうきび収穫時期に再度収穫する栽培⽅法 

図表 2-7-18 てんさいの作付⾯積、収穫量、 
糖度 

図表 2-7-19 さとうきびの収穫⾯積、収穫量、
糖度 

資料：農林⽔産省「作物統計」、北海道「てん菜⽣産実績」を基に 
   農林⽔産省作成 

354.7
375.8

343.5
356.7

392.5
318.9

390.1

361.1

398.6
391.2

6.1 5.9 5.8 5.7 5.9 6.0 5.8 5.7 5.7 5.7

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

0

100

200

300

400

500

600

700

平成23
年産

(2011)

26
(2014)

29
(2017)

令和２
(2020)

万ｔ 万ha
作付⾯積(右⽬盛)

収穫量

16.1

15.2
16.2

17.2 17.4

16.3

17.1 17.2
16.8

16.4

14

16

18
度 糖度

13.8

13.7

14.1 14.2
13.7

13.7

14.4

13.3

13.6
14.4

12

14

16
度

糖度

146.9

100.0

110.8
119.1

115.9
126.0

157.4

129.7

119.6
117.4

131.1

2.3 2.3 2.3 2.22.3 2.3 2.3
2.4

2.32.2 2.3

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0

50

100

150

200

平成22
年産

(2010)

24
(2012)

26
(2014)

28
(2016)

30
(2018)

令和2
(2020)
(⾒込)

万ｔ 万ha収穫⾯積(右⽬盛)

収穫量

資料：農林⽔産省「作物統計」、「令和 2 砂糖年度における砂糖及び 
異性化糖の需給⾒通し(第３回)」、⿅児島県、沖縄県 
「さとうきび及び⽢しゃ糖⽣産実績」を基に農林⽔産省作成 
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消費の拡⼤を図る「ありが糖運動」を展開してきました。 
令和２(2020)年４⽉に「ありが糖運動」のロゴマークを決定するとともに、「ありが糖

運動」SNS を開設しました。これらの取組を通じ、今後も砂糖の需要、消費の拡⼤を図っ
ていくこととしています。 

 
((エエ))  いいもも類類  
((ばばれれいいししょょ・・かかんんししょょ共共にに収収穫穫量量はは減減少少))  

令和元(2019)年産のばれいしょの
作付⾯積は、主に北海道において⼩⻨
や⼩⾖に転換した⾯積が多かったこと
から前年産に⽐べ 2.7%減少の 7 万 4
千 ha となりました。収穫量は天候に
恵まれ作柄が良かったことから、前年
産に⽐べ 6.2％増加し、239 万 9 千ｔ
となりました(図図表表 22--77--2200)。 

令和２(2020)年産春植えばれいし
ょは、主に北海道において⼩⾖やいん
げんへの転換により、作付⾯積は７万
ha と前年に⽐べ 3.3％減少したことや、
６⽉後半の低温、⽇照不⾜等の影響に
より、着いも数が少なく単収が前年に
⽐べ 4.9％減少したことから、収穫量
は前年産に⽐べ 8.1％減少の 216 万 5
千 t となりました1。国産ばれいしょの
⽣産量が減少傾向で推移する中で、ポ
テトチップやサラダ⽤等の加⼯⽤ばれ
いしょについては、メーカーからの国
産原料の供給要望が強く、増産が課題
となっています。しかし、植付けや収穫に係る労働時間が⻑いこと等から労働⼒・⼈員の
確保が難しくなってきており、より省⼒的・効率的な作業体系を導⼊することが重要とな
ってきています。そのため、省⼒機械化体系導⼊の取組や収穫時の機上選別を倉庫前集中
選別に移⾏する取組を推進しています。 

かんしょは、南九州の基幹作物であり、かんしょでん粉⼯場と共に地域経済を⽀える重
要な存在であるため、安定的に⽣産することが重要です。平成 30(2018)年秋に宮崎県及び
⿅児島県において、かんしょのつるが枯れ、いもが腐る「サツマイモ 基 腐 病

もとぐされびょう
」が確認さ

れ、令和元(2019)年産、令和２(2020)年産においても、これらの県を中⼼に被害が拡⼤し
ました。このため、苗の消毒、排⽔対策、⼟壌消毒等の病害対策の実施を促すとともに、
単収の向上に向けて新たな多収性品種「こないしん」の導⼊や⽣分解性マルチの導⼊等を
推進しています。 

 
1 農林⽔産省「令和2 年産春植えばれいしょの作付⾯積、収穫量及び出荷量」(令和3(2021)年２⽉公表(概数値)) 

図表 2-7-20 ばれいしょの作付⾯積と収穫量 

資料：農林⽔産省「野菜⽣産出荷統計」、「令和 2 年産春植えばれいしょ
の作付⾯積、収穫量及び出荷量」(令和 3(2021)年 2 ⽉公表) 

注：1) 春植えばれいしょの主たる収穫期間は、都府県(令和 2(2020)
年 4 ⽉〜8 ⽉)、北海道(令和 2(2020)年 9 ⽉〜10 ⽉) 

     2) 令和 2(2020)年産の春植えばれいしょは概数値 
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令和２(2020)年産のかんしょは、⾼齢化の進⾏による労働⼒不⾜に伴う作付中⽌や他作
物への転換等があったことから、作付⾯積が前年
に⽐べ 3.5％減少したこと、サツマイモ基腐病の
拡⼤等により単収が 4.6％減少したことから、収
穫量は前年産に⽐べ 8.2％減少の 68 万 8 千 t とな
りました(図図表表 22--77--2211)。 

かんしょの海外輸出については、⽢みが強く粘
質性がある特性や、焼き芋による⾷べ⽅が注⽬さ
れ、⾹港、シンガポール、タイ等のアジア諸国向
けを中⼼に好調で、令和２(2020)年の輸出量と輸
出額はそれぞれ 5,268t(対前年 21.2％増）、20.6 億
円(対前年 21.7％増)となりました(図図表表 22--77--2222)。 

 
 
 
 
 

 
  

図表 2-7-21 かんしょの作付⾯積と収穫量 

資料：農林⽔産省「作物統計」 
注：令和 2(2020)年産は概数値 

 

図表 2-7-22 かんしょの輸出量と輸出額 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成 
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((33))  ⽶⽶政政策策改改⾰⾰のの着着実実なな推推進進  
((需需要要にに応応じじたた⽣⽣産産・・販販売売をを推推進進))  

⽶1の 1 ⼈当たりの年間消費量は、昭和
37(1962)年度の 118.3kg をピークとして、
令和元(2019)年度は前年度に⽐べて 0.5kg
減少の 53.0kg2となるなど、減少傾向が続い
ています。 

このような状況に対しては、経営感覚あ
ふれる農業者により、消費者ニーズにきめ
細かく対応した⽶⽣産が⾏われるとともに、
⾷料⾃給率3・⾷料⾃給⼒4の向上等を図る
観点から、⽔⽥をフル活⽤し、需要のある
⻨、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
が進められることが重要です。このため、
平成 30(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⽣産・販売を⾏う⽶政策へと⾒直しを⾏いました。 

農林⽔産省では、この⽶政策改⾰の着実な推進に向け、産地・⽣産者と実需者が結び付
いた事前契約や複数年契約による安定取引の推進、⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦による⽀援
や、⽶の都道府県別の販売進捗及び在庫・価格等の情報提供を実施しています。 

今後も、⼈⼝減少等により、主⾷⽤⽶の需要は毎年 10 万 t 程度減少すると⾒込まれてい
ます(図図表表 22--77--2233）。しかしながら、令和 2(2020)年産の主⾷⽤⽶の作付⾯積は、前年産に
⽐べて、1 万 3 千 ha 減少の 136 万 6 千 ha と需要減少に⾒合った作付⾯積の削減が⼗分に
進んでおらず、主⾷⽤⽶の⽣産量については、全国で作況指数5が 99 となったものの、前
年産に⽐べて 0.5%減少の 723 万ｔにとどまりました(図図表表 22--77--2244）。さらに、新型コロナ
ウイルス感染症の影響等により、中⾷6・外⾷向けを中⼼とした需要減少も加わったことか
ら、令和 3(2021)年 6 ⽉末の⺠間在庫は 207〜212 万 t と⾒込まれるなど、在庫⽔準が⾼い
状況となっています。 

 
 

 
1 主⾷⽤⽶のほか、菓⼦⽤・⽶粉⽤の⽶ 
2 農林⽔産省「⾷料需給表」(令和元(2019)年度は概算値) 
3 ⽤語の解説3(1)を参照 
4 ⽤語の解説3(1)を参照 
5 ⽤語の解説3(1)を参照 
6 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 2-7-23 主⾷⽤⽶の需要量 

資料：農林⽔産省「⽶穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」 
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これに伴い、⽶の需給と価格の安定を図
るためには、令和 3(2021)年産の主⾷⽤⽶
について、全国で過去最⼤規模の 6.7 万
ha(平年作ベースの収穫量に換算すると 36
万 t)の作付転換が必要となっています。 

令和 2(2020)年産の⽶の価格動向を⾒る
と、令和 3(2021)年 2 ⽉までの相対取引価
格は、年産平均で 60kg 当たり 1 万 5 千円
前後と前年産と⽐べ 5%程度の低下にとど
まっていますが、令和 3(2021)年産の過去
最⼤規模の作付転換が実現できなければ、
需給と価格の安定が崩れかねない、まさに
正念場を迎えています(図図表表 22--77--2255)。 

このため、農林⽔産省では、新型コロナ
ウイルス感染症の影響等による需要減少に
対する販売促進対策や産地における調整保
管への⽀援の拡充等の措置を講じつつ、令
和 2(2020)年度第 3 次補正予算と令和
3(2021)年度当初予算で 3,400 億円に及ぶ作付転換の関連予算を計上し、令和 3(2021)年産
の⽔⽥フル活⽤に必要な施策を盛り込みました。 

令和 3(2021)年産の過去最⼤規模の作付転換の実施に向けて、産地や農家・⽣産法⼈、
都道府県・市町村、集出荷業者、流通・販売事業者等全ての関係者が⼀丸となった需要に
応じた⽣産・販売を推進します。 
 

((戦戦略略作作物物やや⾼⾼収収益益作作物物へへのの更更ななるる転転換換がが必必要要))  
⽔⽥において、需要のある⻨、⼤⾖等の戦略作物や、野菜や果樹等の⾼収益作物等への

転換を積極的に推進していくことが重要になります。野菜作や果樹作は、必要な労働時間

図表 2-7-24 主⾷⽤⽶の作付⾯積と⽣産量 

資料：農林⽔産省「作物統計」、「耕地及び作付⾯積統計」 
注：⽣産量は「作物統計」の収穫量 
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図表 2-7-25 ⽶の相対取引価格 

資料：農林⽔産省「⽶穀の取引に関する報告」 
注：1) 相対取引とは、出荷団体(事業者)・卸売事業者間で取引され

ている価格 
2) 出回り〜翌年 10 ⽉(令和 2(2020)年産は令和 3(2021)年 2 ⽉

まで)の相対取引価格の平均値 
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は⽔⽥作よりも⻑くなるものの、⾯積当たりの農業所得1は⾼くなっており、作付けにより
⾼い収益が期待されます(図図表表 22--77--2266)。 

特に、⾼収益作物については、排⽔対策等の基盤整備や機械化⼀貫体系等の新しい技術
の導⼊と併せて取り組むことで、作業の効率化が図られるとともに、更なる農業所得の増
加により、⽔⽥農業経営の安定化が期待できます。 

⾼収益作物への転換については、令和元(2019)年に策定された農業⽣産基盤強化プログ
ラムにおいても主要な施策の⼀つに位置付けられており、これに基づき、⽔⽥で⾼収益作
物を導⼊する産地に対して、農業農村整備事業による⽔⽥の汎⽤化2・畑地化のための基盤
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⽀援してい
ます。 
 

 
 

((ココメメ・・ココメメ加加⼯⼯品品のの輸輸出出はは近近年年⼤⼤ききくく増増加加))  
国内の主⾷⽤⽶の需要量が、毎年減少していく⼀⽅で、海外における⾷品市場は年々拡

⼤しており、⽇本⾷レストラン数も増加傾向にあります。このような中で新たな市場の開
拓を通じ、国内だけでなく海外に積極的に進出し、コメ・コメ加⼯品の輸出拡⼤を図って
いくことが重要です。 

このため、農林⽔産省では、⽬標を⽴てて戦略的に輸出に取り組む輸出事業者と輸出向
けの⽶の安定的な⽣産に取り組む産地の結び付きを強化・拡⼤するとともに、両者が連携
したプロモーションの実施等に対する⽀援を通じて海外市場の開拓を図ってきました。 

その結果、コメ・コメ加⼯品の輸出額は平成 27(2015)年の 201 億円から令和 2(2020)
年には 338 億円に増加しています。 

 
1 ⽤語の解説2(4)を参照 
2 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 2-7-26 単位⾯積当たり農業所得、⾃営農業労働時間(作物別の⽐較) 

（単位⾯積当たり農業所得） （単位⾯積当たり⾃営農業労働時間） 

資料：農林⽔産省「営農類型別経営統計(個別経営)」を基に作成 
注：1) 平成 30(2018)年の数値 

2) 単位⾯積当たり農業所得、⾃営農業労働時間とは、作物の作付延べ⾯積 10a 当たりの農業所得、⾃営農業労働時間  
3) ⾃営農業労働時間とは、農業及び農作業受託に関わる労働時間 
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特に商業⽤の⽶の輸出量は平成 27(2015)
年の 7,600t から、令和 2(2020)年には 19,700t
に過去 5 年間で 2.6 倍に増加しました(図図表表
22--77--2277)。  

令和 2(2020)年 12 ⽉に決定した「農林⽔産
物・⾷品の輸出拡⼤実⾏戦略」においては、
コメ・パックご飯・⽶粉及び⽶粉製品を、今
後輸出拡⼤の余地が⼤きい重点品⽬(全 27 品
⽬)の⼀つに選定しており、令和７(2025)年の
輸出額⽬標を 125 億円とし、輸出ターゲット
国・地域を⾹港、アメリカ、中国、シンガポ
ールと設定するとともに、各国・地域への輸
出拡⼤を図るための取組⽅策や産地の育成⽅
針について定めています。 

今後、コメ・パックご飯・⽶粉及び⽶粉製品の輸出拡⼤を図っていくために、国際競争
⼒の確保と農家⼿取収⼊の両⽴を図り、⼤ロットで輸出向けの⽶の⽣産・供給に取り組む
産地の育成等に加えて、各国・地域によって異なるニーズを踏まえた海外市場開拓に取り
組む必要があります。 

このほか、農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤実⾏戦略においては、コメ・コメ加⼯品関連の
うち⽇本酒も輸出拡⼤の余地が⼤きい重点品⽬に選定しており、令和 7(2025)年の輸出額
⽬標を 600 億円とし、輸出ターゲット国・地域をアメリカ、中国、⾹港等と設定していま
す。 
 

((⽶⽶のの消消費費拡拡⼤⼤にに向向けけ WWeebb ササイイトト「「ややっっぱぱりりごごははんんででししょょ！！」」でで情情報報発発信信))  
農林⽔産省では、中⾷・外⾷業界による主体的な⽶の消費拡⼤の取組を応援すべく、平

成 30(2018)年 10 ⽉に開設した Web サイト「やっぱりごはんでしょ！」において、消費拡
⼤につながる企業等の各種企画・イベントの情報、⽶と健康に関する情報、地域ならでは
の「ごはん⾷」が⾷べられる店舗の情報、ごはん・⽶粉を使ったレシピ等、消費者にとっ
て有益な情報を発信しています。また、平成 31(2019)年 2 ⽉から SNS を運⽤し、⽶に関
する情報をタイムリーに発信しています。 
 

((⽶⽶粉粉のの需需要要量量はは 33 年年連連続続でで増増加加））  
⽶粉⽤⽶の需要量は、平成 24(2012)年度

以降、2 万 t 程度で推移していましたが、
令和元(2019)年度は前年度に⽐べて 16％
増の 3 万 6 千ｔとなり、３年連続で増加し
ました(図図表表 22--77--2288)。 

⽇本⽶粉協会
にほんこめこきょうかい

が平成 30(2018)年から⽶
粉の特徴を活かし、グルテンを含まない特
性を発信する「ノングルテン⽶粉第三者認
証制度」や「⽶粉の⽤途別基準」の運⽤を
開始しました。また、令和元(2019)年 9 ⽉
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図表 2-7-28 ⽶粉⽤⽶の⽣産量と需要量 

資料：農林⽔産省作成 
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図表 2-7-27 商業⽤の⽶の輸出量と輸出額 

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。 
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((中中⾷⾷・・外外⾷⾷需需要要へへのの対対応応がが重重要要))  
主⾷⽤⽶は、中⾷・外⾷向けの業務⽤需

要が全体の約 3 割を占めています(図図表表
22--77--3300)。しかし、産地においては⾼価格
帯の⼀般家庭向けの⽶を中⼼に⽣産する意
向が強い反⾯、中⾷・外⾷事業者からは値
頃感のある⽶を求める声も多くあり、ミス
マッチが⽣じています。 

このような中、農林⽔産省は、中⾷・外
⾷向けのニーズに対応した安定取引を推進
するため、産地の⽣産者と中⾷・外⾷事業
者等とのマッチングの取組を⽀援していま
す。平成 29(2017)年から令和元(2019)年ま
でに開催した「⽶マッチングフェア」では、実需者延べ 875 社の参加があり、産地と中⾷・
外⾷事業者の実需者等が商談を⾏いました。なお、令和 2(2020)年 9 ⽉及び令和 3(2021)
年 2 ⽉に開催した「⽶マッチングフェア 2020」は、オンラインにより開催されました。 
 

((担担いい⼿⼿のの⽣⽣産産ココスストトのの削削減減をを推推進進))  
稲作経営の農業所得を向上させるためには、⽣産コストの削減も重要です。このため、

農林⽔産省は、担い⼿の⽶の⽣産コストについて、令和 5(2023)年までに平成 23(2011)年
産の全国平均(16,001 円/60kg）から 4 割削減する⽬標を掲げ1、農地の集積・集約化2によ
る分散錯圃

さ く ほ
の解消や作付けの団地化、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、資材費の低減等を推進しています。このような中で、令和元(2019)年産に
ついては、認定農業者3(15.0ha 以上)では、平成 23(2011)年産の全国平均と⽐べて 32.2％
減少の 10,851 円/60kg4、稲作主体の組織法⼈経営では 26.7％減少の 11,721 円/60kg5とな
っています。  
 

 
1 「⽇本再興戦略」(平成25(2013)年6 ⽉閣議決定) 
2 ⽤語の解説3(1)を参照 
3 ⽤語の解説3(1)を参照 
4 農林⽔産省「令和元年農産物⽣産費(個別経営)」 
5 農林⽔産省「令和元年農産物⽣産費(組織法⼈経営)」 

図表 2-7-30 主⾷⽤⽶の消費内訳 

資料：公益社団法⼈⽶穀安定供給確保⽀援機構「⽶の消費動向調
査」(推計値)を基に農林⽔産省作成 

注：令和元(2019)年度の数値 

家庭内
消費量
67.3%

中⾷
消費量
19.1%

外⾷
消費量
13.6%

１か⽉当たり
消費量

4,626g/⼈

32.7%
中⾷・外⾷のシェア
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((44))  ⻨⻨・・⼤⼤⾖⾖のの需需要要にに応応じじたた⽣⽣産産のの更更ななるる拡拡⼤⼤  
((⼩⼩⻨⻨のの収収穫穫量量はは平平均均をを上上回回るる作作柄柄))  

令和 2(2020)年産の⼩⻨については、作付⾯積は前年産とほぼ同⽔準の 21 万 2,600ha
となりました。収穫量は、特に作柄の良かった前年産には及ばないものの、天候に恵まれ、
⽣育が順調で登熟も良好であったことから、平均を上回る作柄の 94 万 9,300t となりまし
た(図図表表 22--77--3311)。なお、⼤⻨・はだか⻨については、作付⾯積は 6 万 3,630ha、収穫量は
22 万 1,700t となりました。 
 

 

図表 2-7-31 ⼩⻨の作付⾯積、収穫量、単収 

資料：農林⽔産省「作物統計」 
 

（⼩⻨の作付⾯積と収穫量）                （⼩⻨の単収） 
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富⼭県射⽔市

い み ず し
の農事組合法⼈布⽬沢

ぬ の め さ わ
営農
えいのう

では、令和元(2019)年度からス
マート農業実証プロジェクトを開始し、⼤規模⽔⽥作の⼤区画圃場

ほじょう
での超

省⼒作業体系の技術実証に取り組んでいます。 
当該法⼈では、⽣産者の⾼齢化が進展する⼀⽅、世代交代が進まず、新

たな労働⼒の確保と⾼齢化に対応した省⼒化、軽労化が課題となっていま
した。また、近年、請負農地が増える中、農地の地⼒差が⼤きく、地⼒に
応じた管理が必要となり、⽣産者の負担が多くなっていました。 

技術実証では、⾃動運転トラクターにより 10a 当たりの⽔稲耕うん・代
掻きの作業時間を 36％短縮させることができました。さらに、⾃動⽔管
理システムにより乾⽥直播栽培の⽔管理作業時間を 80％削減するととも
に、収量コンバインと可変施肥⽥植機により圃場内の収量の差が改善さ
れ、収量は前年より約 60kg/10a 増加し、⾷味も向上しました。 

今後は、スマート農業機械の活⽤により、⽶の品質向上や、省⼒化・⽣
産コストの削減の取組を⼀層進め、収益の向上、⼈材育成につなげること
を⽬標としています。 

((事事例例))  ⼤⼤規規模模⽔⽔⽥⽥作作のの⼤⼤区区画画圃圃場場ででのの超超省省⼒⼒作作業業体体系系のの技技術術検検証証((富富⼭⼭県県))  

⾃⾃動動運運転転トトララククタターー  
資料：農事組合法⼈布⽬沢営農 

収収量量ココンンババイインン  
資料：農事組合法⼈布⽬沢営農 
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((加加⼯⼯適適性性にに優優れれるる新新品品種種のの導導⼊⼊にによよりり国国
産産⻨⻨のの普普及及がが進進展展))  

国産⼩⻨については、近年、耐病性や加
⼯適性に優れた新品種の導⼊・普及が進み、
地域によっては単収の向上も⾒られるよう
になってきました。 

特に、平成 10(1998)年以降、秋まきのパ
ン・中華麺⽤多収新品種の開発・導⼊が進
み、⼩⻨作付⾯積に占めるパン・中華麺⽤
新品種の作付割合は上昇しています(図図表表
22--77--3322)。消費者の国産志向の⾼まりを受
け、国産⼩⻨のみを使⽤した商品が増えて
きており、今後も、こうした新品種を活⽤
したパン・中華麺⽤途の需要拡⼤が期待さ
れます。 

⼀⽅で、⼆条⼤⻨、はだか⻨を中⼼とした⼀部の品種については、令和元(2019)年より
２年連続で豊作となったため、現在、供給が需要を上回るミスマッチが⽣じています。外
国産⻨を使⽤している企業からは、国産⻨については作柄の変動が⼤きく、安定供給の⾯
で不安があるなどの指摘を受けており、今後の需要拡⼤に向けて、国産⻨を安定供給でき
る体制を整備していくことが重要です。 
 

((⼤⼤⾖⾖のの収収穫穫量量はは前前年年産産とと⽐⽐べべ 11%%増増加加))  
令和 2(2020)年産の⼤⾖の作付⾯積は、前年産に⽐べ 1%減少し、14 万 1,700ha となり

ました。⼀⽅、収穫量は、主に北海道において、天候に恵まれ、順調な⽣育となったこと
から、前年産に⽐べ 1%増加し、21 万 8,900ｔとなりました(図図表表 22--77--3333)。 
 

 
 

図表 2-7-33 ⼤⾖の作付⾯積、収穫量、単収 

資料：農林⽔産省「作物統計」 

（⼤⾖の作付⾯積と収穫量）                （⼤⾖の単収） 
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図表 2-7-32 ⼩⻨作付⾯積に占めるパン・中華
麺⽤新品種⼩⻨の作付割合の推移 

資料： 農林⽔産省作成 
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((⼤⼤⾖⾖のの需需要要量量はは増増加加傾傾向向))  
近年、健康志向の⾼まり等により、納⾖、⾖乳の需要が増加傾向であること、⼤⾖を原

料とした代替⾁を始め、新たな加⼯品が⽣産されていること等から、⾷⽤⼤⾖の需要は堅
調となっており、令和元(2019)年度の需要量は前年度と⽐べ 3％増加の 367 万ｔとなりま
した(図図表表 22--77--3344)。また、国産⼤⾖については、実需者から味の良さ等の品質⾯が評価さ
れ、ほぼ全量が⾖腐、煮⾖、納⾖等の⾷⽤に向けられています。 
 

 
 

((更更ななるる需需要要のの拡拡⼤⼤にに向向けけてて安安定定供供給給のの実実現現がが重重要要))  
⻨・⼤⾖については、短期的な変動はあるものの堅調な国産需要がある⼀⽅で、作柄変

動が⼤きく、更なる需要拡⼤に向けては、量・品質・価格の安定が実需者から求められて
います。 

しかしながら、⻨・⼤⾖産地は、湿害、連作障害、規模拡⼤による労働負担の増加、気
象条件の変化等様々な課題を抱えています。 

こうした課題の解決に向けて、農林⽔産省内に「⻨・⼤⾖増産プロジェクト」を設置し
て検討を⾏い、産地ぐるみで⾏う⻨・⼤⾖の需要に応じた⽣産拡⼤と安定供給の実現に取
り組んでいます。具体的には、⻨・⼤⾖の作付の団地化、排⽔対策や⼟づくり等の営農技
術導⼊による、産地の⽣産性の向上と安定⽣産の実現を推進するとともに、毎年の豊凶変
動・需給変動に対応するための産地等の保管体制の強化・促進を⽀援しています。 
 

 

((55))  農農業業⽣⽣産産⼯⼯程程管管理理のの推推進進とと効効果果的的なな農農作作業業安安全全対対策策のの展展開開  
アア  農農業業⽣⽣産産⼯⼯程程管管理理((GGAAPP))のの推推進進  
((GGAAPP 認認証証をを取取得得すするる経経営営体体はは増増加加))  

GAP1は、⾷品安全、環境保全、労働安全等の観点から、農業者が⾃らの⽣産⼯程をチ
ェックし、改善する取組です。GAP を実践することで、持続可能性の確保、競争⼒の強化、

 
1 ⽤語の解説３(2)を参照 

図表 2-7-34 ⼤⾖の需要動向 

資料：農林⽔産省「⾷料需給表」を基に作成 

（我が国における⼤⾖の需要量及び⾃給率）   （我が国における⼤⾖の需要割合(令和元(2019)年)） 
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品質の向上、農業経営の改善や効率化、消費者や実需者の信頼の確保等に役⽴つことが期
待されています。 

これら GAP の取組が正しく実施さ
れていることを第三者機関が審査し、
証明する仕組みを GAP 認証といい、
我が国では国際⽔準 GAP として
GLOBALG.A.P.1、ASIAGAP2、JGAP3

の３種類が普及しています。また、
GAP 認証が東京 2020 ⼤会4の⾷材調
達基準とされたことを受けて、農林⽔
産省では、指導者の育成等を通じ、
GAP 認証の取得拡⼤を進めてきまし
た。 

令和元(2019)年度末時点で、農産物
についてこれらの GAP 認証を取得し
ている経営体数は、前年度に⽐べ
1,830 経営体増加の 7,171 経営体とな
っています(図図表表 22--77--3355)。また、畜産
物については、平成 29(2017)年８⽉に
JGAP 家畜・畜産物の認証が開始され、
令和 3(2021)年３⽉時点で、認証取得
経営体数は 217 経営体となっています。 

今後は、令和 12(2030)年度までに、
ほぼ全ての産地で国際⽔準の GAP が実施されることを⽬標に、取組を拡⼤していくこと
としています。 

 
((GGAAPP 認認証証導導⼊⼊のの効効果果はは⾷⾷品品安安全全、、労労働働安安全全にに関関ししてて８８割割以以上上がが実実感感))  

農業者等を対象とした調査5によると、GAP 認証導⼊による分野別効果については、特
に⾷品安全及び労働安全に関して多くの農業者(いずれも 80％以上)が、実感していること
が分かります。また、その他の分野においても、過半数が GAP に取り組むことで｢効果が
あった｣と回答しています(図図表表 22--77--3366）。なお、全体の満⾜度に関しては、53％の者が「満
⾜」と回答する⼀⽅、不満を持っている者が 19％となっています。 

 
1 ⽤語の解説３(2)を参照 
2 ⽤語の解説３(2)を参照 
3 ⽤語の解説３(2)を参照 
4 令和2(2020)年3 ⽉に、⼤会開催を令和3 (2021)年に延期することが決定 
5 株式会社政策基礎研究所「令和元年度GAP 導⼊影響分析のための調査委託事業 報告書・概要」(令和２(2020)年３⽉公表) 

図表 2-7-35 GAP 認証取得経営体数（農産物） 

資料：⼀般社団法⼈ GAP 普及推進機構、⼀般財団法⼈⽇本 GAP 協会 
公表資料を基に農林⽔産省作成 

注：1) 各年度末時点(ただし、GLOBALG.A.P.の平成 28(2016)年度の 
数値は平成 29(2017)年４⽉末時点、平成 29(2017)年度の数値は
平成 29(2017)年 12 ⽉末時点の数値) 

  2) 各年度の合計の数値は、JGAP、ASIAGAP、GLOBALG.A.P.を 
積み上げた数値 
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また、農産物の⽣産から消費に⾄るフードチェーン関係者を対象とした GAP に対する
意識・意向に関する調査1によると、GAP の認知度について、農業者の 45.5%が「知って
いた」⼜は「聞いたことがある」と回答しています(図図表表 22--77--3377)。また、消費者について
は、72.1％が「知らなかった」と回答する⼀⽅で、GAP 認証取得農産物について、85.7％
が「割⾼になっても購⼊したい」⼜は「同程度の価格であれば購⼊したい」と回答してい
ます。このため、農林⽔産省では、消費者の GAP 認知度の向上を図るため、消費者向け
の GAP 情報発信サイト「GAP−info」により、GAP を分かりやすく伝える動画の配信や
各地の GAP に関する積極的な取組の紹介のほか、GAP の価値を共有し、GAP 認証農産
物を取り扱う意向を有している事業者である「GAP パートナー」の紹介を⾏っています。 

 

 
1 農林⽔産省「令和元年度 ⾷料・農林⽔産業・農⼭漁村に関する意向調査 フードチェーン関係者のGAP に関する意識・意向調

査」(令和2(2020)年３⽉公表) 

図表 2-7-36 分野別の GAP の取組効果 

資料：株式会社政策基礎研究所「令和元年度 GAP 導⼊影響分析のための調査委託事業 報告書・概要」(令和２(2020)年３⽉公表)を基に 
農林⽔産省作成  

注：1) 令和元(2019)年５⽉末時点で GAP 認証（GLOBALG.A.P.、ASIAGAP、JGAP)を取得している農業者及び団体（農業教育機関を 
除く⻘果物・穀物・茶の品⽬に限る。)を対象に実施 

2) 回答数は 589 経営体 
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新潟県上越市

じょうえつし
にある有限会社穂海農耕

ほ う み の う こ う
は、平成 17(2005)

年 12 ⽉に設⽴された農業法⼈で、役員２⼈、従業員 20 ⼈に
より、170ha の⽔⽥で⽔稲を栽培しています。 

社内ルールの⼀つとして GAP を活⽤し、作業道具や作業
記録の整理整頓等を実践し、作業の安全確保や農場経営の効
率化に取り組んでいます。代表取締役の丸⽥

ま る た
洋

ひろし
さんは平成

18(2006)年 3 ⽉に GAP の指導員資格を取得し、同年 11 ⽉
には法⼈として JGAP の認証を取得しました。さらに、平成
19(2007)年９⽉に穀物では初となる JGAP 団体認証を取得
し、平成 29(2017)年９⽉には ASIAGAP Ver.2 の認証を取得
しました。 

同社では、GAP の取得を通じ、栽培計画の策定や、作業
の記録、実績評価を ICT ツールの活⽤により効率的に⾏って
います。具体的には、作期分散により、⽥植機等機械を効率
的に利⽤できたほか、農薬費を⼤⼝取引や必要量の発注によ
り削減するとともに、栽培計画に基づく効率的な⽥植え作業
による予備苗の削減等により種苗費や⼈件費を削減するこ
とができました。 

これらの経営改善の結果、GAP 導⼊時に⽐べ⽶の⽣産コ
ストを削減することができました。 

 
 

((事事例例))  GGAAPP でで農農場場経経営営のの効効率率化化をを推推進進((新新潟潟県県))  

整整理理整整頓頓はは基基本本中中のの基基本本  
資料：有限会社穂海農耕 

穂穂海海農農耕耕のの若若⼿⼿従従業業員員  
資料：有限会社穂海農耕 

図表 2-7-37 農業者、消費者の GAP 認知度の調査結果 

資料：農林⽔産省「令和元年度 ⾷料・農林⽔産業・農⼭漁村に関する意向調査 フードチェーン関係者の GAP に関する意識・意向調査」
   (令和２(2020)年３⽉公表) 

注：1) 農業者の調査の対象は、2015 年農林業センサスにおける農業経営体のうち、穀物(稲作、⻨類作)、野菜(露地野菜、施設野菜)、
果樹(果樹類)、その他(雑穀・いも類・⾖類、⼯芸農作物)の販売⾦額が１位の農業経営体を対象とした、4,000 経営体(穀物(2,523
経営体)、野菜(710 経営体)、果樹(536 経営体)、その他(231 経営体))。有効回答数は、2,535 経営体 

2) 消費者の調査対象は、2015 年国勢調査の男⼥別年齢階層別の⼈⼝構成割合(20 歳以上の⼈⼝に対する男⼥別年齢階層の⽐率)に基
づき配分。調査対象数(有効回答数)は 1,000 ⼈((男 480 ⼈、⼥ 520 ⼈) (20〜29 歳 120 ⼈、30〜39 歳 150 ⼈、40〜49 歳 177 ⼈、
50〜59 歳 149 ⼈、60 歳以上 404 ⼈)) 

（農業者の GAP 認知度）              （消費者の GAP 認知度） 

知っていた
11.6％

聞いたことはあ
るが、内容は知

らなかった
16.3％

知らな
かった
72.1％

消費者
1,000⼈

(100.0％)

知っていた
21.4％

聞いたことはあ
るが、内容は知

らなかった
24.1％

知らな
かった
54.4％

無回答 0.2％

農業者
2,535⼈

(100.0％)
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イイ  農農作作業業安安全全対対策策のの展展開開  
((農農作作業業死死亡亡事事故故防防⽌⽌のの新新たたなな⽬⽬標標をを設設定定))  

農作業中の事故による死亡者数は、近年減少傾向にあるものの、令和元(2019)年は前年
に⽐べ７⼈増えて 281 ⼈となりました(図図表表 22--77--3388）。年齢別に⾒ると、65 歳以上の割合
は 88.3%、80 歳以上の割合は 42.0%と、⾼齢農業者の割合が⾼い状況となっています。ま
た、同年の農業就業⼈⼝ 10 万⼈当たりの死亡者数は 16.7 ⼈と上昇傾向となっており、全
産業の 1.3 ⼈、建設業の 5.4 ⼈との差は拡⼤しています。 

 

 
 
農作業死亡事故を要因別に⾒ると、農業機械作業に係る事故が全体の約７割を占めてい

ます(図図表表 22--77--3399）。農業機械作業に係る事故のうち、乗⽤型トラクターに係るものが最多
となっており、機械の転落・転倒事故が 57 ⼈となっています。 

このような状況を踏まえ、農林⽔産省は、毎年春と秋の農繁期に全国で展開している農
作業安全確認運動の新たな⽬標として、農業機械作業に係る死亡事故を令和４(2022)年ま
でに平成 29(2017)年の⽔準(211 ⼈)から半減することを掲げて取り組んでいます。 

 

図表 2-7-38 農作業中の年齢階層別死亡者数 

資料：農林⽔産省「農作業死亡事故調査」 
 注：平成 29(2017)年は年齢不明の死亡者が１⼈ 
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((農農林林⽔⽔産産業業・・⾷⾷品品産産業業のの分分野野をを横横断断ししたた作作業業安安全全対対策策のの推推進進))  
 農林⽔産業・⾷品産業の現場では、依然として毎年多くの死傷事故が発⽣しており、若
者が将来を託せる、より安全な職場を作っていくことが急務となっています。このため、
農林⽔産省では、農林⽔産業・⾷品産業の分野を横断した作業安全対策を推進しています。 

令和３(2021)年２⽉には、「農林⽔産業・⾷品産業の現場の新たな作業安全対策に関す
る有識者会議」での議論を踏まえ、「農林⽔産業・⾷品産業の作業安全のための規範」を策
定しました。今後は、この規範を広く周知し、現場の従事者の⽅々に作業安全のための取
組をチェックしてもらい、安全意識の向上を図っていくこととしています。 

 
((農農作作業業事事故故のの防防⽌⽌にに向向けけたた取取組組をを強強化化))  

農業分野においては、安全フレーム等が未装備のトラクターへの追加装備やシートベル
ト・ヘルメットの装着、作業機付きトラクターの公道⾛⾏に必要となる灯⽕器類の設置、
農業機械の⽇常的・定期的な点検整備等の促進に、⾏政や団体等の関係機関、農業機械メ
ーカー各社の協⼒も得て取り組んでいます。 

また、農作業事故の未然防⽌にも寄与する GAP の普及の推進に取り組んでいるほか、
令和２(2020)年からは、都道府県、農機メーカーからの農作業事故情報の報告を受け、毎
⽉、MAFF アプリ等の媒体を通じ、農業者に直接、事故発⽣情報とともに注意喚起を発信
するなど、情報の把握・発信の強化に取り組んでいます。 

地域においては、地⽅公共団体、農業者団体等の関係者が、地域の実態に即して農作業
安全対策を推進することが重要です。農林⽔産省では、都道府県段階や地域段階における
「農作業安全推進協議会」等の設置を働きかけています。 

農研機構は、令和２(2020)年５⽉に、農業者と対話しながら、より安全な農作業につな
げる研修を実施するための「対話型農作業安全研修ツール」を開発しました。このような

図表 2-7-39 農作業の死亡事故発⽣状況 

資料：農林⽔産省「農作業死亡事故調査」を基に作成 
注：令和元(2019)年の数値 

（要因別死亡事故者割合）          (乗⽤型トラクターの原因別死亡事故者割合) 

乗⽤型
トラクター

80⼈
(28.5%)

農⽤運搬⾞
26⼈(9.3%)

歩⾏型トラクター
22⼈(7.8%)

⾃脱型
コンバイン
9⼈(3.2%)

動⼒防除機
8⼈(2.8%)

動⼒刈払機
7⼈(2.5%)

その他
32⼈

(11.4)農業⽤施
設作業
17⼈

(6.0%)

機械・施設
以外の作業

80⼈(28.5%)

農業機
械作業
184⼈

(65.5%)
死亡事故者数

281⼈
(100.0%)

機械の転落・
転倒（圃場
内、道路）

57⼈(71.3%)

挟まれ
7⼈(8.8%)

ひかれ
5⼈(6.3%)

回転部等への
巻き込まれ
5⼈(6.3%)

機械からの転落 2⼈(2.5%)
道路上での⾃動⾞
との衝突 1⼈(1.3%)

その他
3⼈

(3.8%)

死亡事故者数
80⼈

(100.0%)
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ツールも有効に活⽤して現場での安全指導を実施する体制を構築することが重要です。 
こうした取組を通じて農業者・農業団体等の現場の取組を進めていく⼀⽅で、⼈為的な

ミスがあっても重⼤事故につながらないようにするための農業機械の安全対策の強化等、
幅広い観点から対策を講じていくことが必要であることから、労働安全の専⾨家のほか、
農業者や農業機械業界の関係者等で構成した「農作業安全検討会」を令和３(2021)年２⽉
から新たに開催しました。今後、同検討会において、農作業安全対策として取組を強化す
べき事項について検討を深めていくこととしています。 

また、労災保険は、労働者の負傷、疾病、障害、死亡に対して療養・休業補償給付や遺
族補償給付等の保険給付を⾏う制度ですが、労働者以外でも、トラクター等の農業機械を
使⽤するなど⼀定の要件を満たす農業者については、任意加⼊を認める特別加⼊制度が設
けられています。 

 
((66))  良良質質かかつつ低低廉廉なな農農業業資資材材のの供供給給  
((肥肥料料、、飼飼料料のの価価格格指指数数はは 110000 以以下下でで推推移移))  

近年の農業⽣産資材価格指数は、全体的には上昇基調で推移していますが、そのうち肥
料、飼料については、基準年である平成 27(2015)年の価格を下回る⽔準で推移しており、
令和元(2019)年は、肥料が 98.0、飼料が 97.3 となっています(図図表表 22--77--4400)。また、基準
年以降は、農機具(100.8)、農薬(100.5)もおおむね横ばいで推移しています。 

なお、農業資材は、原材料やその原料を輸⼊に頼っていることから、鉱⽯や穀物の国際
相場や為替相場の変動等の国際情勢の影響を受け、価格が変動するという特徴があります。 
 

 
農業経営費に占める農業資材費の割合は、例えば⽔⽥作経営、畑作経営で 6 割、肥育⽜

経営で 8 割と⼀定の割合を占めていることから (図図表表 22--77--4411)、農業所得の向上に向けて、
農業資材の価格の引下げを進めていく必要があります。 

 

図表 2-7-40 農業⽣産資材価格指数(平成 27(2015)年を 100 とする指数) 

資料：農林⽔産省「農業物価統計」 
 

               (農業⽣産資材総合)              （肥料、飼料、農薬、農機具)  
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((農農業業⽣⽣産産資資材材価価格格のの引引下下げげにに向向けけたた取取組組をを推推進進))  
農林⽔産省は、平成 28(2016)年 11 ⽉に策定された農業競争⼒強化プログラムや、平成

29(2017)年 8 ⽉に施⾏された農業競争⼒強化⽀援法に基づき、良質で安価な資材の供給に
向けた取組を推進しています。 

図図表表  肥肥料料原原料料のの輸輸⼊⼊量量  
  

資料：財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成 
 

((ココララムム))  肥肥料料原原料料はは⼤⼤半半をを輸輸⼊⼊にに依依存存 
我が国で使⽤されている化学肥料の⼤半は、原料を輸⼊し国内で製造されたものです。主な原料で

あるりん鉱⽯と塩化加⾥は全量輸⼊に依存しており、また、りん鉱⽯を加⼯したりん酸アンモニウム
の形態でも輸⼊しています。 

令和２(2020)年の我が国の肥料原料の輸⼊量・輸⼊先国については、りん鉱⽯は約 15 万 1 千ｔで
中国(25.5％)、南アフリカ共和国(20.8％)、モロッコ(17.3％)から輸⼊しており、この３か国で輸⼊
量全体の約 6 割を占めています。また、塩化加⾥は約 43 万 7 千ｔで、カナダが全体の約６割を占め
ており、りん酸アンモニウムは約 49 万ｔで、中国が全体の約９割を占めています。 

また、輸⼊原料への依存度を減らし、より持続性の⾼い農業を実現していくため、家畜排せつ物を
始めとする様々な国内有機性資源を循環利⽤するとともに、データを活⽤して⼟壌や作物の⽣育状況
に応じた施肥を⾏うことで肥料の効率利⽤を推進していくことも重要です。 

 

中国
25.5%

南アフリカ共和国
20.8%

モロッコ
17.3%

ヨルダン
16.1%

その他
20.3%

りん鉱⽯
令和2(2020)年

151千t
(100.0%) カナダ

62.7%

ベラルーシ
13.3%

ロシア
12.2%

ヨルダン
4.1%

その他
7.6%

塩化加⾥
令和2(2020)年

437千t
(100.0%)

中国
88.7%

⽶国
11.2%

その他
0.1%

りん酸アンモニウム
令和2(2020)年

490千t
(100.0%)

((りりんん鉱鉱⽯⽯))                        ((塩塩化化加加⾥⾥))                                    ((りりんん酸酸アアンンモモニニウウムム))  

図表 2-7-41 農業経営費に占める農業⽣産資材の割合 

資料：農林⽔産省「農業経営統計調査 令和元年農業経営体の経営収⽀(概数値)」(令和 3(2021)年２⽉公表) 
注：農業⽣産資材は、種苗費、もと畜費、肥料費、飼料費、農薬衛⽣費、諸材料費、動⼒光熱費、農具費、作業⽤⾐料費、修繕費、減価

償却費 

85.8
72.7
71.9

84.7
77.9

53.7
50.8
52.2

58.4
農業⽣産資材 61.9

14.2
27.3
28.1

15.3
22.1

46.3
49.2
47.8

41.6
その他 38.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ブロイラー
採卵鶏

養豚
肥育⽜

酪農
果樹作

野菜作(施設)
野菜作(露地)

畑作
⽔⽥作

%
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特に、農業競争⼒強化⽀援法の施⾏以降においては、良質かつ低廉な農業資材の供給等
に資する事業再編・事業参⼊計画の認定を通じて業界再編を促進してきました。令和元
(2019)年度に事業再編計画を認定した飼料会社については、税制⾯・⾦融⾯での⽀援を活
⽤し、会社の新設分割、新⼯場の建設等を進めました。また、令和２(2020)年度は、新た
に農業⽤機械製造の事業参⼊計画を１件認定し、⾦融⾯での⽀援が活⽤されました。 

令和２(2020)年４⽉からは、同法施⾏後２年⽬の⾒直しを受け、事業再編・事業参⼊計
画の対象事業を追加しています(図図表表 22--77--4422)。 

事業再編計画については、農業資材流通の合理化を進めるため、農業資材の卸売事業と
⼩売事業を追加しました。また、事業参⼊計画については、営農管理システム等のソフト
ウェア開発の後押しや、スマート農業機械の共同利⽤等による安価で効率的な利⽤促進を
図るため、これらを⾏う事業についても⽀援対象に追加しました。 

特に、農業機械費を低減しつつ、農業現場の⼈⼿不⾜が進む中にあっても⾼い⽣産性を
実現できるスマート農業機械の普及を進めるためには、これらの農業機械を活⽤した作業
受託や農業機械のシェアリング等を⾏う農業⽀援サービス事業を育成することが重要です。
このため、農林⽔産省では、令和 3 (2021)年３⽉に農業⽀援サービスがユーザーに提供す
る情報を共通化するためのガイドラインを作成・公表するなど、農業⽀援サービス事業の
育成・普及に向けた取組を推進しています。 

このほか、平成 28(2016)年度には農業資材価格の⽐較・検討が可能な Web サイトが構
築され、平成 29(2017)年度から稼働しています。また、平成 29(2017)年度以降、毎年、
農林⽔産省において国内外における農業資材の販売価格等に関する調査を実施・公表し、
農業資材価格の⾒える化にも積極的に取り組んでいます。 

 

 
 

図表 2-7-42 農業競争⼒強化⽀援法の⽀援対象事業(農業資材) 

資料：農林⽔産省作成 

        (事業再編計画)                  (事業参⼊計画)  

対象事業
令和2(2020)年

３⽉まで
令和2(2020)年

４⽉から

農業⽤機械製造事業 ○ ○

農業⽤ソフトウェア
作成事業

− ○

農業⽤機械の利⽤促進事業 − ○

種苗の⽣産卸売事業 ○ ○

対象事業
令和2(2020)年

３⽉まで
令和2(2020)年

４⽉から

農業資材製造事業 ○ ○

農業資材卸売事業 − ○

農業資材⼩売事業 − ○
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((77))  農農産産物物のの⽣⽣産産・・流流通通・・加加⼯⼯のの合合理理化化  
  ((農農産産物物検検査査規規格格のの⾒⾒直直しし))  

農林⽔産省では、農業競争⼒強化⽀援法に基づき、平成 31(2019)年１⽉から、農産物流
通や消費者ニーズの変化を踏まえ、農産物検査規格等の⾒直しを検討し、令和 2(2020)年
産⽶から、農産物検査の⼀部の項⽬について、⽬視に代えて穀粒判別器による鑑定を可能
としたほか、同年 6 ⽉に、⽞⽶流通の合理化につながるようフレキシブルコンテナバッグ
に推奨規格を設定するなどの⾒直しを⾏いました (図図表表 22--77--4433)。 

加えて、令和 2(2020)年７⽉に閣議決定した規制改⾰実施計画を踏まえ、同年９⽉から
農産物検査規格・⽶穀の取引に関する検討会を開催し、更に検討を進めました。 

この結果、現⾏の規格とは別に、「機械鑑定を前提とした規格」を新たに策定することと
し、今後、計測・標準化や⽶穀の専⾨家等による機械鑑定に係る技術検討チームを令和
3(2021)年内に開催し、技術的事項を中⼼に検討を進めた上で、機械鑑定⽤の検査規格を
設定することとしました。 

また、検査コストの低減に向け、サンプリング⽅法の簡素化を進めることとし、今後、
標準抽出⽅法を⾒直すとともに、検査現場で適正なサンプリングが⾏われるようにするた
めのガイドラインを関係者の意⾒を聴いて作成することとしました。 

このほか、⽶のスマートフードチェーンの構築と、それを活⽤した JAS 規格を⺠間主導
により制定することとし、今後、⽣産者・実需者・企業等が参加するコンソーシアムを開
催し、海外調査や国際ワークショップの開催、JAS 規格原案の策定等を経て、令和 5(2023)
年産⽶からの実現を⽬指すこととしました(図図表表 22--77--4444)。 

さらに、農産物検査証明における「皆掛重量1」を廃⽌することとし、今後、省令の改正
の⼿続を進めること、穀粒判別器等科学的検査の更なる精度向上を図るため、AI 画像解析
等による次世代穀粒判別器の開発を進めることになりました。 

これらを踏まえ、農林⽔産省では、今後、速やかに規格設定等の作業を進めていくほか、
産地品種銘柄や包装規格等についても、引き続き検討会で検討していくこととしています。 

 
1 皆掛重量=正味重量＋⾵袋重量＋余マス。「余マス」とは、⽶を出荷する際に、正味重量を超えて多めに袋詰めされた⽶のこと 

2288〜〜3355 ⾺⾺⼒⼒ククララススのの  
中中型型トトララククタターー  

資料：全国農業協同組合連合会 
  

((事事例例))  全全農農がが取取りり組組むむ⽣⽣産産資資材材価価格格のの引引下下げげ  
全国農業協同組合連合会においては、農業競争⼒強化プログラムに

基づく⾃⼰改⾰の取組の⼀環として、これまで 550 種類あった⼀般⾼
度化成肥料の銘柄を平成 30(2018)年秋肥から 25 種類まで集約すると
ともに、競争⼊札により肥料価格を１〜３割程度引き下げました。ま
た、農薬では⼤容量規格によるスケールメリット、完全受注⽣産、メ
ーカー⼯場からの直接配送等により、当該農薬製品価格を通常規格よ
り２〜３割程度引き下げました。 

農業機械については、担い⼿のニーズを聞き取り、必要な機能を絞
り込んだ⼤型トラクター(60 ⾺⼒クラス)の共同購⼊により、同クラス
の標準型式に⽐べて２〜３割程度販売価格が引き下げられました。さ
らに、令和２(2020)年 12 ⽉からは、第２弾の取組として、標準モデ
ルより２割程度低価格な中型トラクター(28〜35 ⾺⼒クラス)の販売
を開始するなど、⽣産コスト低減に資する取組を進めています。 
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図表 2-7-44 ⽶のスマートフードチェーンと JAS 活⽤のイメージ 

資料：農林⽔産省作成 

○生産方法

・品種名

・田植え日

・施肥量

・防除日

・収穫日

○生産者情報

生 産

○乾燥・調製方法

・乾燥調製の方法

・乾燥・調製場所

○水分量

○施設の管理方法

・施設の点検日

・点検内容等

乾燥・調製

○検査方法

・検査場所

・検査機関名

・検査日

○検査結果

（穀粒判別器
のデータ

等も含む）

検 査

○精米方法

・精米工場

・精米場所

○精米データ
（穀粒判別器

のデータ
等も含む）

卸・精米

米の特色につ

いての情報が
分かる

消費者

クラウドで情報を整理

提

供

JAS認証により、⽶の付加価値を⾼める特⾊ある⽣産・
加⼯・流通⽅法の情報を証明することも可能

図表 2-7-43 穀粒判別器とフレキシブルコンテナバッグ 

資料：農林⽔産省作成 

(穀粒判別器について) 

(⽶流通の合理化につながるフレキシブルコンテナバッグの推奨規格の設定) 

株式会社ケツト
科学研究所

機種名：「RN-700」

株式会社サタケ

機種名：「RGQI100A」

静岡製機株式会社

機種名：「ES-５」

分類 粒数 パーセント

整粒等 815粒 87.1%

白未熟粒 37粒 3.4%

砕粒 2粒 0.1%

胴割粒 58粒 6.1%

死米 4粒 0.3%

着色粒 0粒 0.0%

その他 34粒 3.1%

異物等 0粒 0.0%

合計 950粒

着着色色粒粒死死 米米 胴胴割割粒粒 砕砕 粒粒

●本体ディスプレイ ●内蔵プリンタ印字例 ●パソコン・タブレット

測定結果（データ）は、本体ディスプレイ・プリンタ出力の他、パソコンによる精緻な解析が可能

（穀粒判別器による玄米の分類例）

・充填質量 ： 1,080㎏

・形 状 ： 方形（角底型及び隔壁形）

・安 全 性 ： ＪＩＳに規定された性能に適合
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第第８８節節  情情報報通通信信技技術術等等のの活活⽤⽤にによよるる農農業業⽣⽣産産・・流流通通現現場場ののイイノノベベ
ーーシショョンンのの促促進進  

 

 

発展著しいデジタル技術の活⽤による、農業⽣産・流通現場のイノベーションの進展、
農業施策に関する各種⼿続や情報⼊⼿の利便性の向上は、労働⼒不⾜が深刻となっている
我が国の農業において、経営の最適化や効率化に向けた新たな動きとして期待されていま
す。また、現場のニーズに即した様々な研究開発にも期待が寄せられています。 

本節では、先端技術を活⽤し、⽣産⼒向上と持続性の両⽴を実現するスマート農業の社
会実装に向けた施策展開や実証プロジェクトの実施状況等のほか、農業・⾷関連産業にお
けるデジタル変⾰に向けた取組、産学官連携による研究開発の動向等について紹介します。 
 

((11))  ススママーートト農農業業のの推推進進  
((ススママーートト農農業業のの開開発発・・実実⽤⽤化化がが進進展展))  

ロボット、AI1、IoT2等の先端技術を活⽤したスマート農業については、近年、産学官が
連携した研究開発により、衛星測位を活⽤したロボットトラクタやロボット⽥植機の有⼈
監視下での⾃動⾛⾏、ドローンによる農薬散布、ドローン・⼈⼯衛星等によるセンシング3

で得られた⽣育データの活⽤等様々な技術の実⽤化が進んでいます。 
このようなスマート農業技術を社会実装するため、令和元(2019)年度からスマート農業

実証プロジェクトを実施しています4。本プロジェクトは、令和元(2019)年度に実証期間を
2 年として 69 地区で始まりました。実証プロジェクトを進めていく中で、現場からは農作
業の⾃動化やデータ共有等による経営改善効果が評価される⼀⽅、ロボットトラクタ等の
スマート農業機械の導⼊コストが⾼額であることや、インフラ⾯での整備や学習機会が不
⼗分であること等の課題が明らかとなりました。 

このため、令和 2(2020)年 10 ⽉に、今後 5 年間で展開する施策の⽅向性を⽰した「スマ
ート農業推進総合パッケージ」を策定しました(令和 3(2021)年 2 ⽉改訂)。今後はこれに
基づき、(1)スマート農業の実証・分析や成果の普及、(2)シェアリング等新たな農業⽀援
サービスの育成と普及、(3)農業データの活⽤や農地インフラの整備等による実践環境の整
備、(4)農業⼤学校・農業⾼校等での学習機会の提供、(5)国際的なアウトリーチ5活動の強
化等による海外展開等、スマート農業の社会実装の加速化に取り組んでいくこととしてい
ます(図図表表 22--88--11）。 
 

 
 
 
 
 

 
1 ⽤語の解説3(2)を参照 
2 ⽤語の解説3(2)を参照 
3 センサーにより圃場の温度や湿度、照度等を感知して計測・判別すること 
4 トピックス3 を参照 
5 研究成果の情報発信 

第8節 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
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((令令和和 22((22002200))年年度度かかららはは中中⼭⼭間間地地域域をを中中⼼⼼にに 5555 地地区区でで実実証証ププロロジジェェククトトをを開開始始))  

令和２(2020)年度のスマート農業実証プロジェクトでは、新たに全国 551地区で実証プ
ロジェクトを開始しました。このうち、中⼭間地域で 31 地区(うち棚⽥５地区)、被災地で
９地区、シェアリング・リース等の新サービスで７地区を採択したほか、令和元(2019)年
度に採択実績がなかった地区(埼⽟県、⼤阪府、⿃取県、徳島県)や少なかった品⽬(野菜、
果樹、畜産等)を採択し、労働時間の削減やコストの削減等の効果を検証しています。 

また、⾼速情報通信を活⽤したスマート農業技術により⼈⼿不⾜等の農村地域の課題の
解決に貢献するため、総務省と連携し、ローカル５G 技術を活⽤した実証を３地区で進め
ています2。 

さらに、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として農業⾼校等と連携したス
マート農業技術の実証を 1 年を期間として全国 24 地区で実施し、農業⾼校⽣がドローン

 
1 中⼭間地域、被災地、サービス等においては重複で採択されていることから、それらを積み上げても合計の55 地区にはならない。 
2 第２章第６節を参照 

図表 2-8-1 スマート農業推進総合パッケージの概要 

資料：農林⽔産省作成 

傾斜：〇度
進入退出口：〇〇材

（1）スマート農業の実証・分析、普及
①スマート農業実証プロジェクト
②戦略的な研究開発の推進
③横展開に向けた体制強化

（3）実践環境の整備
①農業データの活用促進
②スマート農業に適した農業農村整備
③技術の進展に応じた制度的対応

（4）学習機会の提供
・スマート農業教育の充実　等

（5）海外への展開
・国際的なアウトリーチ活動の強化　等

（2）新たな農業支援サービスの育成・普及
①プラットフォームの創設と育成プログラムの策定
②農業支援サービスの調査・分析、マッチング
③農業支援サービスへの支援強化

経営管理

水管理

自動走行トラクタ 自動運転田植機

自動水管理
システム

ドローンを活用した
リモートセンシング

収量コンバインによる
適切な栽培管理

見える化

経営管理システム

栽培管理 収穫

野菜・果樹向けの
作業ロボット

スマート農業に
適したほ場形状

中山間地域など
の通信環境

生産者団体

リース会社

研究機関

保　険金　融

IT企業

農機メーカー

耕起・整地 移植・直播

実証：スマートー貫体系のイメージ（大規模水田作）

「スマート農業新サービス創出」プラットフォーム

研究開発の例 農業農村整備 データ活用環境の整備

農業支援サービス関連施策の紹介

現場実習等の機会の提供共通カリキュラムの作成・提供

官民挙げた海外展開
の取組推進

市況データ 生産費データ

統計データ等のオープンデータ（イメージ）

データクレンジング、データ形式標準化、API制作等

API実装
WAGRI

民間企業等による
サービスの提供を促進

パブリックデータ
APIs

その他オープン
データ・DB
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や搾乳ロボット等のスマート農業機械を実際に操作・学習する機会を提供しました1(図図表表  
22--88--22）。このほか、スマート農業を学ぶことができる動画コンテンツを、農業⼤学校等に
提供しています。 

 

 
 

((⾶⾶躍躍的的なな⽣⽣産産性性向向上上にに向向けけたた技技術術開開発発をを実実施施))  
 現在実⽤化されているロボットトラクタは、
使⽤者の⽬視監視の下、圃場

ほじょう
内での⾃動⾛⾏

に限定されており、今後、⾶躍的な⽣産性向
上を図るためには、使⽤者の居所にとらわれ
ない遠隔監視システムと、農道を通る圃場間
移動による連続的な⾃動化作業体系が必要で
す。このため、令和 2(2020)年 10 ⽉に、農研
機構を中⼼とする研究グループが、これまで
の研究成果2として、全国で初めて、農業者の

 
1 特集を参照 
2 「⽇本再興戦略2016(平成28(2016)年６⽉閣議決定)」において、令和2(2020)年までに「ほ場間での移動を含む遠隔監視による無

⼈⾃動⾛⾏システム」を実現するとされていた。 

図表 2-8-2 スマート農業実証プロジェクト採択数⼀覧 

資料：農林⽔産省作成 
 注：1) 各ブロック品⽬等の（ ）内の数値は、左から令和元(2019)年度採択地区数、令和 2(2020)年度採択地区数、 

令和 2(2020)年度(緊急経済対策)採択地区数 
 2) 令和 2(2020)年７⽉時点 
 3) 緊急経済対策については、農業⾼校等と連携しスマート農業技術の実証を緊急的に実施している。 

水田作 ２（２､ －、－）
畑作 ４（２、１、１）
露地野菜 ２（－、２、－）
畜産 ４（１、１、２）
５Ｇ １（－、１、－）
合合計計 1133（（５５、、５５、、３３））

（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）

水田作 ７（５、２、－）
畑作 １（－、１、－）
露地野菜 ４（３、－、１）
施設園芸 １（－、－、１）
花き ２（１、１、－）
果樹 ３（１、１、１）
合合計計 1188（（1100、、５５、、３３））

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、
東京、神奈川、山梨、長野、静岡

水田作 ５（４、１、－）
畑作 １（－、１、－）
露地野菜 ８（２、２、４）
施設園芸 ４（２、２、－）
果樹 ４（２、１、１）
茶 １（１、－、－）
畜産 ２（１、１、－）
５Ｇ １（－、１、－）
合合計計 2266（（1122、、９９、、５５））

（新潟、富山、石川、福井）

水田作 ９（８、１、－）
畑作 ２（－、２、－）
露地野菜 ３（－、３、－）
果樹 １（－、１、－）
畜産 ２（－、１、１）
合合計計 1177（（８８、、８８、、１１））

（岐阜、愛知、三重）

水田作 ３（１、２、－）
露地野菜 １（－、－、１）
施設園芸 ２（１、１、－）
花き １（－、１、－）
果樹 １（１、－、－）
合合計計 ８８（（３３、、４４、、１１））

福岡、佐賀、長崎、熊本、
大分、宮崎、鹿児島、沖縄

水田作 ６（２、３、１）
畑作 ５（３、２、－）
露地野菜 ６（３、２、１）
施設園芸 ９（５、３、１）
果樹 ２（１、１、－）
茶 １（１、－、－）
畜産 ４（１、２、１）
５Ｇ １（－、１、－）
合合計計 3344（（1166、、1144、、４４））

滋賀、京都、大阪、兵庫、
奈良、和歌山

水田作 ４（３、１、－）
露地野菜 １（－、－、１）
果樹 ６（２、２、２）
茶 １（－、１、－）
合合計計 1122（（５５、、４４、、３３））

令和元(2019)年度採択 69地区
令和２(2020)年度採択 55地区
令和２(2020)年度採択（緊急経済対策） 24地区

北陸

関東甲信・静岡

東北

北海道

鳥取、島根、岡山、広島、山口、
徳島、香川、愛媛、高知

水田作 ６（５、１、－）
畑作 １（１、－、－）
露地野菜 ６（２、３、１）
施設園芸 １（－、－、１）
果樹 ５（２、２、１）
畜産 １（－、－、１）
合合計計 2200（（1100、、６６、、４４））

九州・沖縄

近畿

中国・四国

東海

  
圃圃場場間間のの移移動動をを含含むむ遠遠隔隔監監視視下下ででのの⾃⾃動動⾛⾛⾏⾏シシスス
テテムム((実実演演))  
資料：農林⽔産省作成 

＜＜遠遠隔隔監監視視モモニニタターー＞＞

＜＜圃圃場場間間移移動動ををすするるロロボボッットトトトララククタタ＞＞
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圃場で本システムの実演を⾏いました。今後、早期の市販化に向け、更なる技術開発や安
全性確保策の検討等に取り組むこととしています。 
 
((農農業業関関連連デデーータタのの連連携携・・活活⽤⽤をを推推進進))  

農業者⾃らの営農データを始めとして、農地や市況、気象等のあらゆるデータを⼗分に
活⽤できる環境の整備に向け、平成 31(2019)年４⽉から、様々な農業関連データを連携・
活⽤できるデータプラットフォーム「農業データ連携基盤(WAGRI

わ ぐ り
1)」の運⽤が開始され

ています。令和 2(2020)年度末時点で、ICT2ベンダーや農機メーカーを始めとする 52 の
企業や団体が参加し、気象データ等を利⽤したきめ細かな栽培管理が可能な情報サービス
等の農業者向けサービスが提供されています。 

また、WAGRI の開発、運⽤と並⾏し、平成 30(2018)年度からは、WAGRI の機能を拡
充して、⽣産部分から、加⼯・流通・消費までのデータをひとつなぎにする「スマートフ
ードチェーン」の研究開発に、関係府省協⼒の下、産学官が連携して取り組んでいます。 

WAGRI の運営主体である農研機構は、WAGRI の機能充実と認知度向上に向けた取組
を進めており、令和 2(2020)年度には、病害画像判定プログラムの WAGRI への実装のほ
か、「スマートフードチェーン国際シンポジウム 2020」の開催等を⾏いました。 

また、農林⽔産省では、農機メーカーに働きかけ、トラクター、コンバイン等の農業機
械の使⽤に当たり、農業者が位置、作業記録等のデータを当該農機メーカー以外の作った
ソフトでも利⽤できる仕組み(オープン API3)を令和 3(2021)年度までに整備することとし
ています。このため、農機メーカーや ICT ベンダー、農業者、学識経験者等から構成され
る検討会を⽴ち上げ、令和３(2021)年２⽉に、農機メーカーや ICT ベンダー等の事業者の
データ連携に向けた対応指針を「農業分野におけるオープン API 整備に関するガイドライ
ン ver1.0」として策定しました。トラクター等の農機メーカーのみならず、農業 ICT サー
ビスに関わる多くの事業者は、本ガイドラインを参照することで、協調・連携してデータ
駆動型の農業を実現するための環境整備を⾏うことができます。 

 
 

 
1 農業データプラットフォームが、様々なデータやサービスを連環させる「輪」となり、様々なコミュニティの更なる調和を促す「和」 

となることで、農業分野にイノベーションを引き起こすことへの期待から⽣まれた造語(WA+AGRI) 
2 ⽤語の解説3(2)を参照 
3 Application Programming Interface の略 
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((22))  農農業業施施策策のの展展開開ににおおけけるるデデジジタタルル化化のの推推進進  
((農農林林⽔⽔産産省省共共通通申申請請ササーービビスス((eeMMAAFFFF))のの構構築築をを推推進進))  

農林⽔産省では、農業のデジタル変⾰の取組の⼀環として、現場の農業者、地⽅公共団
体を始めとする関係機関の⼿間を省くことで農業経営に注⼒できる環境を整備するため、
所管する法令に基づく申請や補助⾦等の⾏政⼿続について、農業者等が⾃分のスマートフ
ォンやタブレット、パソコンからオンラインで申請を⾏うことができる「農林⽔産省共通
申請サービス(eMAFF)」の構築を進めています。認定農業者1制度や経営所得安定対策等
の⼀部の⼿続については、令和 2(2020)年４⽉からオンライン申請の受付を開始しており、
農林⽔産省関係の 3 千を超える⾏政⼿続について、令和４(2022)年度までに全てオンライ

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 

  ドドロローーンンにによよるる農農薬薬のの散散布布⾯⾯積積  

資料：農林⽔産省作成  
注：令和元(2019)年度の空中散布⾯積は、空中散布実績を 

把握している都道府県のデータを基に農林⽔産省において推計 

((ココララムム))  農農業業分分野野ででののドドロローーンン利利⽤⽤がが拡拡⼤⼤  

ドローンはその取扱いの容易さや拡張性の⾼さから、農薬や肥料の散布、⽣育状況や病害⾍の発
⽣状況のセンシング、⿃獣被害対策等の様々な分野での利⽤や、中⼭間地域等の様々な場所での活
⽤が期待されています。農業分野でのドローン利⽤は拡⼤しており、令和元(2019)年度末時点での
ドローンによる農薬の散布⾯積は約６万 5 千 ha となり、前年度末時点と⽐べて約２倍に増加して
います。 

農業⽤ドローンは、主に⽔⽥における農薬散布の際に利⽤されているほか、⼀部の農協や受託事
業者による農薬・肥料散布等のサービスの提供も始まったところです。スマート農業実証プロジェ
クトにおいても、露地野菜への追肥を⾏う体系の実証をしているほか、センシングの結果に基づい
て農薬をピンポイントで散布する取組も始まっています。 

さらに、令和２(2020)年８⽉には、農業分野では国内で初めて、⽬視外補助者なしによるドロー
ンの⾶⾏(レベル３*)が⺠間企業により実施されました。今後、農業分野において本⾶⾏⽅法が普及
することにより、農業現場における省⼒化が進むものとして期待されています。 
 

*「空の産業⾰命に向けたロードマップ2020」に記載されている無⼈地帯における⽬視外補助者なしによる⾶⾏⽅法 

  レレベベルル３３でで使使⽤⽤さされれたた固固定定翼翼型型ドドロローーンン  
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ン化し、令和７(2025)年度までにはオンライン利⽤率を 60％にすることを⽬指しています。 
eMAFF を活⽤することにより、農業者等は、窓⼝に⾜を運ばなくても、⾃宅のパソコ

ンやスマートフォン等から補助⾦等の申請が⾏えるとともに、⼀度登録した情報は再度⼊
⼒する必要がなくなるなど、利便性が向上することになります(図図表表 22--88--33)。 

また、オンライン化する⾏政⼿続については、申請に係る書類や申請項⽬等の抜本的な
⾒直しを進め、申請者にとって負担のかからないものとなるように努めています。 

 

 
 

((デデジジタタルル地地図図をを活活⽤⽤ししたた農農林林⽔⽔産産省省地地理理情情報報共共通通管管理理シシスステテムムのの運運⽤⽤開開始始にに向向けけ開開発発
開開始始))  
農地に関する情報については、農

業委員会が整備する農地台帳や地域
農業再⽣協議会が整備する⽔⽥台帳
等、施策の実施機関ごとに個別に収
集・管理されています。このため、
農業者は、実施機関ごとに繰り返し
同じ内容を申請する必要があるとと
もに、実施機関は、⼿書きの申請情
報をそれぞれのシステムに⼿⼊⼒し、
それぞれが作成した⼿書きの地図に
より現地調査を⾏っています。 

このため、農林⽔産省では、令和
元(2019)年 11 ⽉に「「デジタル地図」
を活⽤した農地情報の管理に関する
検討会」を設置し、デジタル地図を
活⽤した⼀元的な農地情報の管理・
活⽤⽅法の検討を⾏いました。令和
2(2020)年３⽉に取りまとめられた
報告を踏まえ、「農林⽔産省地理情報
共通管理システム(eMAFF 地図)」の

図表 2-8-3 eMAFF の事業イメージ 

資料：農林⽔産省作成 

農林漁業者等 共通申請
サービス
（eMAFF）

代理申請
等の⽀援

審査・
承認

農林⽔産省

県・市町村 等
関係機関

相談
審査・
承認

オンライン申請

約約5500ccmm

申請手続における添付資料一式の例

図表 2-8-4 eMAFF 地図の概要 

資料：農林⽔産省作成 

農地情報管理業務
（データ入力作業等）
の軽減

地域農業の話し合い
への活用

タブレットによる現地
確認
データの共有

正確な農地情報の
申請

直感的な申請作業
窓口一本化（ワンストップ）
一度提出した情報は再提出不要

（ワンスオンリー）
農林水産省共通申請サービス（eMAFF）

農業者

「デジタル地図」
により紐づけられた

農地情報

衛星画像、
AIによる
作物判定

農地台帳
水田台帳
筆ポリゴン

農地情報を
紐づけ

一元的に管理助言支援

スマート農機
の活用

作況情報、
統計等への
活用

農業委員会
事務局

地域農業再生
協議会

農業共済
組合

独自DB独自DB 独自DB

目指す姿

削減される業務量（試算）
○申請書類からのデータ入力や書類保管の作業時間→ ゼロ
○現地調査の紙の地図作成や帰庁後の再入力の時間→ ゼロ
○現地調査時の誘導や調査結果の記入に要する時間→ 6割程度削減
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開発を進め、令和４(2022)年度から運⽤を開始することとしています。eMAFF 地図を活
⽤することにより、農地台帳や⽔⽥台帳等の農地に関する情報を統合し、関係者がタブレ
ット等で最新の農地情報が反映された地図を共有することにより、農地の利⽤状況の現地
確認等の業務の抜本的な効率化・省⼒化等を図るほか、農地情報の正確性を向上させるこ
ととしています(図図表表 22--88--44)。 

 
((「「農農業業 DDXX 構構想想」」をを策策定定))  

デジタル技術の活⽤により、消費者ニーズに対応した農業・⾷関連産業への変⾰を進め
るため、令和 3(2021)年１⽉、有識者からなる「農業 DX 構想検討会」を⽴ち上げました。 

同検討会では農業・⾷関連産業分野でのデジタル変⾰の基本的⽅向や、取り組むべきプ
ロジェクト等について検討が⾏われ、同年３⽉に「農業 DX 構想」が公表されました。こ
の構想を踏まえ、多種多様なプロジェクトが実⾏される予定です。 

 
 

((33))  イイノノベベーーシショョンン創創出出・・技技術術開開発発のの推推進進  
((「「農農林林⽔⽔産産研研究究イイノノベベーーシショョンン戦戦略略 22002200」」をを策策定定))  

農林⽔産省は、科学技術の活⽤により農林⽔産分野においてイノベーションを創出し、
我が国の豊かな⾷と環境を守り発展させるため、令和 2(2020)年 5 ⽉に「農林⽔産研究イ
ノベーション戦略 2020」を策定しました。 

本戦略では、農林⽔産業以外の多様な分野との連携により、イノベーションの創出が期
待できる分野(スマート農業、環境、バイオ)を重点３分野として掲げ、当該分野における
研究開発の⽅向性を⽰しました。令和 2(2020)年度は、スマート農業分野で⽣産現場での
実装の加速化、環境分野で農地、森林、海洋の炭素吸収源対策技術の開発、バイオ分野で
迅速な品種開発を可能とするビッグデータ1・AI を活⽤するスマート育種の研究開発や、
⽣物機能を活⽤した新素材の開発等に取り組みました。 

 
((「「知知」」のの集集積積とと活活⽤⽤のの場場ににおおいいてて様様々々なな研研究究活活動動をを推推進進))  

「知」の集積と活⽤の場は、農林⽔産・⾷品産業の成⻑産業化を図るため、様々な分野
の知識・技術・アイデアを導⼊し、イノベーションを創出する取組です。この取組を⾏う
場として、農林⽔産省は、平成 28(2016)年度に「知」の集積と活⽤の場の産学官連携協議
会(以下「協議会」という。)を設置し、平成 28(2016)年度から令和 2(2020)年度の５年間
を第１期と位置付け、研究成果の発信や、会員同⼠のマッチング機会の創出等を⾏ってき
ました。 

令和３(2021)年３⽉末時点で、協議会には⼯学や医学等の農林⽔産・⾷品以外の分野を
含む 3,918 の企業や⼤学、研究機関等が会員として参加しており、⽇本⾷・⾷産業のグロ
ーバル展開や、健康⻑寿社会の実現に向けた課題の共有、商品化・事業化に向けた研究戦
略の策定、ビジネスプランづくり等が⾏われました。175 の研究開発プラットフォームの
中から、具体的な研究を⾏う研究コンソーシアムが 361 形成され、⻘果物の鮮度保持輸送
技術の研究等様々な研究活動が⾏われています。 

また、研究成果の海外展開にも⼒を⼊れており、令和３(2021)年３⽉末時点で、オラン

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
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ダ、シンガポール、ベルギー等計 27 か国の在京⼤使館の参加を得ているほか、同年２⽉
には在京ハンガリー⼤使館において、両国のアグリビジネス分野の新興企業に焦点を当て
たセミナーを開催しました。 

令和３(2021)年度からの第２期に向け、令和 2(2020)年 12 ⽉には、第 1 期の活動で形成
された産学官連携の場を活⽤し、イノベーションの創出に向けた研究成果の事業化を更に
強化するため、「知」の集積と活⽤の場の基本⽅針の改訂を⾏いました。今後は、農林⽔
産業・⾷品産業の持続可能性や環境保全等にも対応した研究成果の商品化・事業化や、創
出された技術等の海外展開を⽀援する取組等も推進していくこととしています。 

 
 

 

「知」の集積と活⽤の場の研究開発プラットフォームである、「健康⻑寿社会の実現に向けたセ
ルフ・フードプランニングプラットフォーム」では、信州⼤学が「ナスに⾎圧・気分改善作⽤を
持つ成分・コリンエステルが他の野菜に⽐べて 3,000 倍以上も多く含まれる」という研究成果を
明らかにしました。この成果を活⽤し、信州⼤学発ベンチャー企業の株式会社ウェルナスは、ナ
ス由来コリンエステル(アセチルコリン)を機能性関与成分とし、⾎圧が⾼めの⽅の⾎圧(拡張期⾎
圧)を改善する機能を表⽰する機能性表⽰⾷品としてサプリメントを開発しました。 

このサプリメントは、令和 2(2020)年 7 ⽉に機能性表⽰⾷品の消費者庁への届出が受理され、
ナスとして初めて機能性表⽰⾷品となりました。また、JA ⾼知県でも、プロジェクトの成果を活
⽤し県内で栽培している冬春ナスのブランド「⾼知なす」を機能性表⽰⾷品とするなど、ナス⽣
産者、⾷品メーカー、ベンチャー企業、研究機関が連携した取組に発展しており、産学官連携に
よる研究成果を活⽤したナス機能性表⽰⾷品の普及、ナス⽣産者の収⼊アップにつながる取組と
して期待されています。 

本取組については、異分野連携での地域資源の活⽤例として⾼知県庁のイベントでも紹介され
ています。 

 

((事事例例))  「「知知」」のの集集積積とと活活⽤⽤のの場場かからら⽣⽣ままれれたた成成果果事事例例  ナナスス由由来来ココリリンンエエスステテルル
((アアセセチチルルココリリンン))をを機機能能性性関関与与成成分分ととししたた機機能能性性表表⽰⽰⾷⾷品品のの開開発発  

ナナスス機機能能性性表表⽰⽰⾷⾷品品・・  
ウウェェルルナナススササププリリ  

資料：株式会社ウェルナス提供 
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((ゲゲノノムム編編集集技技術術にに関関すするる理理解解促促進進にに向向けけたた取取組組))  
近年、ゲノム編集1技術を活⽤し、収穫時期に⾬に濡れても穂発芽が抑制され品質や収穫

量が低下しにくいコムギや、天然毒素を低減したジャガイモ等、様々な研究が進んでおり、
我が国農業の競争⼒強化や農業者の収益向上、安全・安⼼な⾷料提供等に貢献することが
期待されています。 

⼀⽅、ゲノム編集技術に対しては、安全性や⽣物多様性への影響を⼼配する声もあるこ
とから、正確な情報発信を通じて国⺠の理解を得ながら活⽤を進めていくこととしており、
厚⽣労働省等の関係省庁との役割分担の下で、農林⽔産省は、ゲノム編集技術で得られた
農林⽔産物について、その栽培・流通に先⽴ち、⽣物多様性への影響や飼料としての安全
性等について、専⾨家の意⾒を伺いながら、問題がないことを確認した上で、開発者から
届出された情報を農林⽔産省 Web サイトで公開することとしています。 

令和２(2020)年 12 ⽉には、機能性成分であるGABA
ギ ャ バ

2の含有量を⾼めたトマトが、国内
で初めて、ゲノム編集技術によって開発された⾷品・作物として届出され、今後の社会実
装が⾒込まれています。 

また、農林⽔産省では、ゲノム編集技術に関する消費者等への情報提供に取り組んでい
ます。平成 28(2016)年度から⼤学の出前授業等に研究者を派遣し、正確な情報提供を⾏う
とともに、令和２(2020)年度には、新たな取組として、消費者を招いたゲノム編集研究施
設の⾒学会を開催しゲノム編集技術を紹介しました。さらに、消費者等にゲノム編集技術
を周知するとともに、開発者にゲノム編集技術を⽤いた農林⽔産物の利⽤に関する⼿続等
を説明するため、消費者庁、厚⽣労働省と共同で「ゲノム編集技術を⽤いた農林⽔産物を
考えるシンポジウム」をオンラインで開催するなど、ゲノム編集作物等の社会実装に関す
る国⺠理解の促進を⽬的とした取組を⾏っています。 

  

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 γアミノ酪酸（Gamma Amino Butyric Acid）。⾷品に含まれる健康機能性成分として、ストレス緩和や⾎圧降下作⽤等が注⽬され

ている。 
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第第 99 節節  気気候候変変動動へへのの対対応応等等のの環環境境政政策策のの推推進進  
 

 

令和 2(2020)年、京都議定書に代わる地球温暖化対策の国際ルールであるパリ協定1が実
⾏段階に⼊り、また、同年 10 ⽉には、総理所信表明演説において、令和 32(2050)年まで
に我が国の温室効果ガス2の排出を全体としてゼロ3にすること(「カーボンニュートラル」)
が宣⾔されるなど、気候変動への対応の加速化が求められています。 

国内では、このような動きを受け、持続可能な⾷料システムの構築に向けて、⾷料・農
林⽔産業の⽣産⼒向上と持続性の両⽴をイノベーションで実現するため「みどりの⾷料シ
ステム戦略」4の策定に向けた検討を進めています。 

本節では、⾷料・農業・農村分野における気候変動に対する緩和・適応策や、⽣物多様
性の保全に向けた取組を⽰すとともに、有機農業の推進状況や企業・消費者とのコミュニ
ケーションについて紹介します。 

 
((11))  気気候候変変動動にに対対すするる緩緩和和・・適適応応策策のの推推進進  
((パパリリ協協定定のの⽬⽬標標達達成成にに向向けけてて))  

近年、気候変動に伴う気温の上昇や、気候変動による強度や頻度の増⼤が懸念されてい
る⼤⾬、台⾵等の異常気象や気象災害が世界各地で⽣じており、気候変動対策は喫緊の課
題となっています。 

我が国では令和元(2019)年６⽉に策定した「パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦
略」において、最終到達点として掲げた脱炭素社会の実現に向け、令和 32(2050)年までに
温室効果ガスの排出を 80％削減することとしています。このため、令和 2(2020)年 1 ⽉に
官房⻑官を議⻑とする統合イノベーション戦略推進会議で決定した「⾰新的環境イノベー
ション戦略」を踏まえ、農林⽔産分野では、農地・森林・海洋による⼆酸化炭素の吸収・
固定、農畜産業からのメタン・⼀酸化⼆窒素の排出削減、再⽣可能エネルギーの活⽤とス
マート農林⽔産業の推進等、イノベーションを創出するための新たな技術開発に取り組ん
でいます(図図表表 22--99--11)。 

また、令和 2(2020)年 7 ⽉には、⾰新的環境イノベーション戦略を着実に実施し、最⼤
限の成果を⽣み出すことを⽬的として「グリーンイノベーション戦略推進会議」を設置し、
⾰新的環境イノベーション戦略のフォローアップ等の議論を⾏いました。 

 

 
1 平成27(2015)年の国連気候変動枠組条約第21 回締約国会議(COP21)で採択された、地球温暖化対策の国際ルール。パリ協定は世

界の平均気温の上昇を⼯業化以前に⽐べ２℃未満に抑えることを⽬指し、1.5℃を努⼒⽬標としている。さらに全ての締約国は⾃国
が決定する温室効果ガスの削減⽬標を提出し、その⽬標に向けた取組の実施状況を報告する必要がある。 

2 ⽤語の解説3(1)を参照 
3 ⼆酸化炭素を始めとする温室効果ガスの排出量から、森林等による吸収量を差し引いてゼロを達成すること 
4 トピックス2 を参照 
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((総総理理所所信信表表明明演演説説でで、、令令和和 3322((22005500))年年ままででににカカーーボボンンニニュューートトララルルのの実実現現をを宣宣⾔⾔))  
令和 2(2020)年 10 ⽉に⾏われた総理所信表明演説で、令和 32(2050)年までに温室効果

ガスの排出を全体としてゼロにすること(「カーボンニュートラル」)が宣⾔され、より早
期に脱炭素社会を実現することが求められています。 

このため、令和 2(2020)年 10 ⽉、農林⽔産省と環境省は、気候変動に直⾯する中で顕在
化している課題の解決に向けて、⼤⾂間で連携を強化することで合意しました。今後、農
林⽔産業における令和 32(2050)年までの CO2 ゼロエミッション化を⽬指し、農⼭漁村に
おける再⽣可能エネルギーの導⼊の促進等について連携・協⼒するほか、⾷品ロスや海洋
プラスチックごみ削減等の循環経済への移⾏に向けた取組や、国連気候変動枠組条約締約
国会議等の国際交渉において、連携していくこととしています。 

また、令和 2(2020)年 12 ⽉、経済と環境の好循環を作っていく産業政策として、経済産
業省等の関係府省と連携の下、グリーンイノベーション戦略推進会議の意⾒も踏まえて
「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成⻑戦略」を策定しました。本戦略の中で、
今後の産業としての成⻑が期待され、温室効果ガスの排出削減の観点からも令和 32(2050)
年にカーボンニュートラルを⽬指す上で取組が不可⽋な 14 分野について、現状と課題、
今後の取組⽅針等をまとめた「実⾏計画」を策定しており、「⾷料・農林⽔産業」分野もそ
の⼀つとなっています。 

具体的には、みどりの⾷料システム戦略を策定し、スマート農林⽔産業等の実装の加速
化による化⽯燃料起源の CO2 ゼロエミッション化、森林及び⽊材・農地・海洋における炭
素の⻑期・⼤量貯蔵の技術等の確⽴、スマートフードチェーンの活⽤、持続可能な消費の
促進等の取組等を推進することとしています。 

図表 2-9-1 ⾰新的環境イノベーション戦略(農林⽔産分野の概要) 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 吸収量は世界全体における数値を国⽴研究開発法⼈新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)等において試算 

2) 潜在削減量は世界全体における数値を農林⽔産省において試算 
 

再エネの活⽤＆
スマート農林⽔産業

【技術開発】
 農⼭漁村に適した地産地消型エネルギーシステムの構築
 作業最適化等による燃料や資材の削減

⽬標コスト エネルギー⽣産コストの⼤幅削減
 CO2潜在削減量 16億トン〜／年

【施策】
 産学官による研究体制の
構築

農畜産業からの
メタン・N2O排出削減

【技術開発】
 メタン発⽣の少ないイネや家畜の育種、N2Oの発⽣削減資材
の開発

 メタン・N2Oの排出を削減する農地、家畜の管理技術の開発
 メタン・N2Oの削減量を可視化するシステムの開発

⽬標コスト 既存⽣産プロセスと同等価格
 CO2潜在削減量 17億トン／年

【施策】
 産学官による研究体制の
構築

農地や森林、
海洋によるCO2吸収

【技術開発】
 海藻類の増養殖技術等、ブルーカーボンの創出
 バイオ炭の農地投⼊や早⽣樹･エリートツリーの開発･普及等
 ⾼層建築物等の⽊造化や改質リグニンを始めとしたバイオマ
ス素材の低コスト製造・量産技術の開発・普及

⽬標コスト 産業持続可能なコスト
 CO2吸収量 119億トン〜／年

【施策】
 バイオ技術による要素技
術の⾼度化

 先導的研究から実⽤化、
実証までの⼀貫実施
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さらに、令和 2(2020)年 12 ⽉、脱炭素社会の実現に向けて、政府と地⽅⾃治体との連携
の在り⽅等を議論する「国・地⽅脱炭素実現会議」を官房⻑官を議⻑として設⽴し、農林
⽔産⼤⾂も政府側メンバーとして参加しています。同会議では、農⼭漁村・⾥⼭⾥海等の
地域の取組と国⺠のライフスタイルに密接に関わる主要分野において、国と地⽅が協⼒し
て、令和 32(2050)年までに、脱炭素、かつ持続可能で強 靱

きょうじん
な活⼒ある地域社会を実現す

る⾏程を「地域脱炭素ロードマップ」として描くこととしています。 
 

  ((緩緩和和策策とと適適応応策策をを⼀⼀体体的的にに推推進進))  
地球温暖化の要因である温室効果ガス

は、化⽯燃料の燃焼によってその多くが発
⽣していますが、農林⽔産業においても、
燃料の燃焼、稲作、家畜の消化管内発酵(げ
っぷ)など営農活動に伴い温室効果ガスが
排出されています。我が国の農林⽔産分野
における令和元(2019)年度の排出量は
4,747 万 t(⼆酸化炭素換算)で、我が国の総
排出量の3.9％を占めています(図図表表22--99--22)。 

農林⽔産省では、森林吸収源対策や温室
効果ガスの排出削減対策など地球温暖化を
防⽌するための「緩和策」と、⾼温でも品
質低下が起きにくい⽣産安定技術や品種の
開発・普及など気候変動による被害を回
避・軽減する「適応策」に取り組んでいま
す。 

さらに、緩和策と適応策を⼀体的に推進
するため、令和 2(2020)年 11 ⽉には⼤⾂政
務官をチーム⻑とする「農林⽔産省地球温
暖化対策推進チーム」の体制を拡充しまし
た。気候変動による影響の評価に関する最
新の知⾒や、政府の地球温暖化対策計画及び適応計画の改定、みどりの⾷料システム戦略
の検討状況等を踏まえ、令和 3(2021)年度中に緩和策としての「農林⽔産省地球温暖化対
策計画」(平成 29(2017)年 3 ⽉決定)と適応策としての「農林⽔産省気候変動適応計画」(平
成 30(2018)年 11 ⽉改定)の改定に向け、検討を進めています。 
 

((フフーードドササププラライイチチェェーーンンににおおけけるる脱脱炭炭素素化化のの実実践践ととそそのの可可視視化化をを推推進進))  
農林⽔産省は、令和２(2020)年３⽉に新たな「農林⽔産省環境政策の基本⽅針」を策定

し、農林⽔産業・⾷品産業の成⻑が環境も経済も向上させることを理念として掲げました。
基本⽅針の中では、カーボンニュートラルを実現するため、フードサプライチェーン全体
を通じて温室効果ガスの排出削減と吸収を推進するとともに、その取組を可視化し、気候
変動対策への投資等の ESG 投資1や環境と調和した⽣産⽅法で作られた農林⽔産物・⾷品
の消費等の持続可能な消費⾏動を促すこととしており、基本⽅針の理念はみどりの⾷料シ

 
1 従来の財務情報だけでなく、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)要素も考慮した投資のこと 

図表 2-9-2 農林⽔産分野の温室効果ガス排出
の現状 

資料：国⽴環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス「⽇本の温室
効果ガス排出量データ(確報値：1990〜2019 年度)」を基に農林
⽔産省作成 

注：1) 令和元(2019)年度の数値 
2) 排出量は⼆酸化炭素換算 

 

⼆酸化炭素
(CO2)
34.1％

メタン(CH4)
46.2％

⼀酸化⼆窒素(N2O)
19.7％

燃料燃焼
33.1％

⽯灰・尿
素施⽤
1.0％家畜消化

管内発酵
15.9％

家畜排せつ物管理
4.9％

稲作
25.2％

家畜排せ
つ物管理

7.8％

農⽤地の⼟壌
11.8％

排出量
4,747万ｔ
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ステム戦略の中間取りまとめへも反映させています。 
このことを踏まえ、農林⽔産省では、同年 9 ⽉から「フードサプライチェーンにおける

脱炭素化の実践とその可視化の在り⽅検討会」を開催しました。検討会では、令和 3(2021)
年 4 ⽉までに TCFD(気候関連財務情報開⽰タスクフォース)提⾔1に基づく取組事例を調
査し、⾷品事業者向けに分かりやすい⼿引を作成するとともに、新たな脱炭素化技術や定
量化等の情報を基に、農林⽔産業・⾷品産業等の関係者向けの脱炭素技術の紹介資料を作
成し、農林⽔産省 Web サイトにおける情報発信や⾷品関連事業者への周知等により、サ
プライチェーンを通じた脱炭素化の実践とその可視化の取組を促すこととしています。 

 
((顕顕在在化化ししつつつつああるる気気候候変変動動のの影影響響にに適適応応すするるたためめのの品品種種やや技技術術のの開開発発・・普普及及をを推推進進))  

農業⽣産は⼀般に気候変動の影響を受けやすく、各品⽬で⽣育障害や品質低下等の地球
温暖化によると考えられる影響が現れており、この影響を回避・軽減するための品種や技
術の開発・普及が進められています。 

農林⽔産省では、「農林⽔産省気候変動適応計画」(平成30(2018)年11⽉改定)に基づき、
都道府県の協⼒を得て農作物等の地球温暖化の影響や適応策の導⼊状況について調査を⾏
い、「地球温暖化影響調査レポート」を公表しています。令和 2(2020)年 10 ⽉に公表した
レポートにおいて、⽔稲は⾼温でも品質低下が起こり
にくい⾼温耐性品種の導⼊が進められており、令和元
(2019)年産における作付⾯積は、前年産に⽐べ 0.9 万
ha 増加し、13.6 万 ha となったことが報告されていま
す。 

また、気温の上昇による栽培地域の拡⼤を活⽤し、
これまで輸⼊に依存していた亜熱帯・熱帯果樹等の導
⼊も⾏われており、例えば愛媛県でブラッドオレンジ
やアボカドの普及が進められています。 

 
 

((22))  ⽣⽣物物多多様様性性のの保保全全とと利利⽤⽤  
((次次期期⽣⽣物物多多様様性性国国家家戦戦略略のの策策定定にに向向けけてて))  

平成 22(2010)年に愛知県で開催された⽣物多様性条約第 10 回締約国会議(COP102)で、
世界⽬標である「⽣物多様性戦略計画 2011-2020 及び愛知⽬標」が採択されました。これ
を受け、我が国では⽣物多様性国家戦略 2012-2020 を策定し、愛知⽬標を踏まえた国別⽬
標を設定しました。令和 3(2021)年に開催予定の⽣物多様性条約第 15 回締約国会議
(COP15)では、愛知⽬標の達成状況等を踏まえ、今後 10 年間に達成すべき新たな世界⽬
標が決定される予定です。それに伴い、我が国では同⽬標の達成に向けて、次期⽣物多様
性国家戦略(以下「次期国家戦略」という。)を策定することとしています。 

次期国家戦略の策定に向けて、農林⽔産省では、農林⽔産業と農⼭漁村における⽣物多
様性に関する「農林⽔産省⽣物多様性戦略」(平成 24(2012)年 2 ⽉改定。以下「戦略」と
いう。)を⾒直すため、令和 2(2020)年度に有識者による戦略検討会を開催し、愛知⽬標の
達成に向けた農林⽔産分野の取組状況と次期戦略の改定の⽅向性について整理を⾏いまし

 
1 第1 章第3 節参照 
2 COP は締約国会議(Conference of the Parties)の略。10 は第10 回を指す。 

ににじじののききららめめきき        ココシシヒヒカカリリ  
  
⽔⽔稲稲のの⾼⾼温温耐耐性性品品種種「「ににじじののききららめめきき」」はは
夏夏がが暑暑くくててもも安安定定ししたた⽣⽣産産がが可可能能でで、、倒倒伏伏
ににもも強強くく、、ココシシヒヒカカリリとと同同等等のの⾷⾷味味        
資料：農研機構 
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た。次期戦略は、みどりの⾷料システム戦略を踏まえて検討することとしており、国⺠と
共有できる未来像として令和 12(2030)年のビジョンを設定し、農⼭漁村が育む⾃然の恵み
を⽣かし、環境と経済の向上の両⽴を⽬指していく旨を記載することとしています。 
 

((33))  有有機機農農業業のの更更ななるる推推進進  
((有有機機⾷⾷品品のの市市場場規規模模がが拡拡⼤⼤))  

世界の有機⾷品市場は、欧⽶を中⼼に拡
⼤しており、平成 20(2008)年から平成
30(2018)年までの 10 年間で倍増していま
す。これに対応する形で世界の有機農業1の
取組⾯積も、同期間に 2 倍に拡⼤しており、
例えば、平成 30(2018)年の欧州における取
組⾯積は 1,560 万 ha、欧州全体の耕地⾯積
に占める割合は 3.1％となっています2。 

我が国においても有機⾷品の市場規模は
拡⼤しており、平成 21(2009) 年の 1,300 
億円から平成 29(2017) 年には 1,850 億円
3と、8 年間で 1.4 倍になったと推計されて
います。 

これに対応し、我が国の有機農業の取組
⾯ 積 も 平 成 22(2010) 年度から平成 30 
(2018)年度にかけて４割拡⼤し 2.4 万 ha4、
全耕地⾯積に対する割合は 0.5％となって
います(図図表表 22--99--33)。我が国では、有機⾷
品の⽇本農林規格(JAS)に適合した⽣産が⾏われていることを認証された事業者のみが「有
機 JAS マーク」を貼ることができ、この有機 JAS マークがない農産物、畜産物、それらの
加⼯⾷品に、「有機」、「オーガニック」等の名称の表⽰を付すことは JAS 法5で禁⽌されて
います。平成 31(2019)年に有機 JAS 認証を取得している農地は 1.1 万 ha となっており、
普通畑6では北海道で 1,735ha、近年増加している茶畑は⿅児島県で 558ha と⾯積が⼤きく
なっています(図図表表 22--99--44)。 

 
 

 

 
1 化学的に合成された肥料及び農薬を使⽤しないこと並びに遺伝⼦組換え技術を利⽤しないことを基本として、農業⽣産に由来する

環境への負荷をできる限り低減するとともに、⽣物多様性の保全等、⽣物の⽣育・⽣息環境の維持にも寄与するもの 
2 FiBL＆IFOAM「The World of Organic Agriculture Statistics & Emerging Trends 2020」 
3 農林⽔産省「平成29 年度有機⾷品マーケットに関する調査」を基に推計 
4 有機JAS 認証取得農地⾯積に有機JAS を取得していないが有機農業が⾏われている農地⾯積(農林⽔産省推計)を加えた数値 
5 正式名称は「⽇本農林規格等に関する法律」 
6 畑のうち樹園地及び牧草地を除いた畑 

図表 2-9-3 国内の有機農業取組⾯積 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 有機 JAS 認証取得⾯積は、翌年 4 ⽉１⽇時点の認証⾯積 
  2) 有機 JAS を取得していない農地⾯積の調査・推計⽅法は

平成 22(2010)年度と平成 30(2018)年度で異なる。 
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((有有機機⾷⾷品品のの輸輸出出はは増増加加傾傾向向))  

国内外での有機⾷品市場の拡⼤に伴
い、我が国で⽣産された有機⾷品の輸出
量は増加しており、令和 2(2020)年は
2,596t となりました(図図表表 22--99--55)。主な
輸出品⽬は茶、しょうゆ、味噌等です。 

諸外国の多くは「有機」の表⽰を規制
しており、⾃国の制度により有機認証を
受けた⾷品でなければ「有機」の表⽰は
できませんが、国・地域間で有機認証制
度の同等性が認められている場合には、
⾃国で有機認証を受けた⾷品を輸出先に
「有機」の表⽰を付して輸出することが
可能です。我が国の有機 JAS 認証は、EU、
⽶国、カナダ、スイス及び台湾の有機認
証制度と同等性が認められており1、これ
らの国・地域では我が国の有機 JAS 認証
を受けた農産物・農産物加⼯⾷品に「有
機」の名称(Organic 等)を表⽰して輸出
することができます。 

また、令和２(2020)年 7 ⽉ 16 ⽇以降
は、有機 JAS 認証を受けた畜産物・畜産物を含む加⼯⾷品について、⽶国、カナダ及びス
イスに「有機」と表⽰して輸出することができるようになりました。有機⾷品の輸出促進

 
1 令和2(2020)年10 ⽉時点 

図表 2-9-4 有機 JAS 認証取得農地⾯積 

資料：農林⽔産省作成 
注：平成 31(2019)年 4 ⽉１⽇時点 
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資料：農林⽔産省作成 
注：1) 各年 12 ⽉ 31 ⽇時点 

2) 令和元(2019)年分までは⽶国、カナダ、EU 加盟国及びスイ
ス向け、令和 2(2020)年分は⽶国、カナダ、EU 加盟国、ス
イス及び台湾向けの有機農産物と農産物加⼯⾷品の輸出数
量 

3) ⽶国向け輸出数量は、平成 25(2013)年分まではレコグニシ
ョンアグリーメントに基づき農林⽔産省から認定された認
証機関が取りまとめた輸出実績のみを集計 
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の観点から、引き続き、各国から我が国の有機 JAS が同等性を認められるよう推進してい
くこととしています。 

 
  ((有有機機農農業業のの取取組組拡拡⼤⼤にに向向けけてて))    

「有機農業の推進に関する法律」に基づき令和 2(2020)年 4 ⽉に定められた「有機農業
の推進に関する基本的な⽅針」では、今後の国内外の有機⾷品市場の拡⼤を⾒通し、我が
国の有機農業の取組⾯積を令和 12(2030)年までに 6.3 万 ha とすることを⽬標としていま
す。また、令和 3(2021)年 3 ⽉に公表されたみどりの⾷料システム戦略の中間取りまとめ
においては、令和 32(2050)年までに、有機⾷品市場を拡⼤しつつ、耕地⾯積に占める有機
農業1の取組⾯積割合を 25%(100 万 ha)に拡⼤することを⽬指すこととしています。 

農林⽔産省では、有機農業の取組拡⼤のため、⽣産⾯では⼈材育成や産地づくり、消費
⾯では販売機会の多様化や消費者の理解の増進等を推進しています。令和 2(2020)年度か
らは、都道府県による有機農業指導員の育成、有機農業に新たに取り組む者の技術習得⽀
援や有機農地の試⾏的な取組等に対する⽀援を開始しました。さらに、全国 27 地区で、
有機農業者グループの技術習得や販路開拓の取組への⽀援により有機農業の産地づくりを
推進し、⼀部では、⽣産した有機⾷品が学校給⾷の⾷材として活⽤されています。 

このような産地づくりに資するため、⽔⽥や畑地の雑草対策技術の実証⽀援や、点在す
る有機農業者と消費地間の物流の合理化に向けた実証の⽀援を⾏い、令和３(2021)年 3 ⽉
には、取組の成果を共有するセミナーを開催しました。 

また、令和元(2019)年 8 ⽉に⽴ち上げた「有機農業と地域振興を考える⾃治体ネットワ
ーク」において、耕作放棄地を活⽤した有機農業の取組事例を共有するセミナーを令和
2(2020)年 9 ⽉に開催し、⾃治体間での情報共有も推進しています。 
 
((44))  農農業業のの⾃⾃然然循循環環機機能能のの維維持持増増進進ととココミミュュニニケケーーシショョンン  
((⺠⺠間間企企業業等等をを巻巻きき込込んんだだ持持続続可可能能なな⽣⽣産産・・消消費費のの拡拡⼤⼤へへのの取取組組))  

SDGs2のゴール 12(⽣産・消費)には「つくる責任 つかう責任」が位置付けられており、
農林⽔産業の持続的な発展のためには、環境と調和した持続的な⽣産とともに、消費につ
いても持続可能なものとしていくことが求められています。 

このため、農林⽔産省では消費者庁、環境省と連携し、⾷品や農林⽔産物の持続的な⽣
産・消費を達成するため、令和 2(2020)年 6 ⽉、⽣産から消費に⾄るサプライチェーン全
体に関わる事業者等の連携を促す「あふの環

わ
2030 プロジェクト〜⾷と農林⽔産業のサステ

ナビリティを考える〜」を⽴ち上げました。令和 3(2021)年 3 ⽉現在、116 企業・団体が
参画しています。本プロジェクトでは、令和 2(2020)年 9 ⽉ 17〜27 ⽇に「サステナウィ
ーク〜未来につながるおかいもの〜」を実施し、本プロジェクトに参画する企業等による
持続可能な取組の発信や、⽣産現場での体験イベントが⾏われ、持続可能な消費について
多くの消費者が気付を得られるイベントになりました。 

また、⽣物多様性等に効果の⾼い有機農業を国内で更に拡⼤していくため、令和２
(2020)年９⽉、国産の有機⾷品を取り扱う⼩売事業者等の協⼒の下、国産の有機⾷品の需
要喚起を推進するためのプラットフォーム「国産有機サポーターズ」を⽴ち上げ、国産の
有機⾷品の需要拡⼤に取り組んでいます。 

 
1 国際的に⾏われている有機農業 
2 ⽤語の解説3(2)を参照 
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【【各各種種⽬⽬標標値値】】  

資料：欧州委員会「A Farm to Fork Strategy」(COM(2020)381)を基に農林⽔産省作成 
注：＊農薬全体の使⽤量及び農薬が⽣物多様性等に与えるリスクに関する指標の数値を 50％削減することを⽬指す。 

((ココララムム))  EEUU のの FFaarrmm  ttoo  FFoorrkk 戦戦略略 
令和 2(2020)年 5 ⽉ 20 ⽇、欧州委員会は欧州グリーンディールの⼀環として、「Farm to Fork 戦略」

(政策⽂書：Communication)を公表しました。 
持続可能な⾷料システムの構築に向けた EU の戦略であり、有害性の⾼い農薬や肥料の使⽤の削

減、抗菌剤の販売の削減、有機農業の割合の上昇、⾷品ロスの削減といった数値⽬標が定められまし
た。 

詳細内容は、今後の欧州議会及び理事会での議論を踏まえ、令和５(2023)年の⽴法化までに明らか
になる予定です。 

項項⽬⽬  22003300 年年⽬⽬標標  
有害性の⾼い農薬の使⽤ 50％削減＊ 

肥料の使⽤ 20％削減 
家畜及び養殖に使⽤される抗菌剤の販売 50％削減 
ＥＵの農地⾯積に占める有機農業の割合 25％まで上昇 

消費段階での⼀⼈当たりの⾷品ロス 50％削減 
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第第 1100 節節  農農業業をを⽀⽀ええるる農農業業関関連連団団体体  

 
 
各種農業関連団体については、農業経営の安定、⾷料の安定供給、農業の多⾯的機能の

発揮等において重要な役割を果たしていくことが期待されています。 
本節では、各種農業関連団体へのそのような期待に対応した取組の動向について紹介し

ます。 
 

((11))  農農業業協協同同組組合合系系統統組組織織  
((各各地地のの農農協協でで⾃⾃⼰⼰改改⾰⾰のの取取組組がが進進展展中中))  

農協は協同組合の⼀つで、農業協同組合
法に基づいて設⽴されています。農業者等
の組合員により⾃主的に設⽴される相互扶
助組織であり、農産物の販売や⽣産資材の
供給、資⾦の貸付けや貯⾦の受⼊れ、共済、
医療等の事業を⾏っています。 

近年の総合農協1の組合数は減少傾向、組
合員数は横ばいで推移しており、令和元
(2019)年度の組合数は 611 組合、組合員数
は 1,047 万⼈となっています(図図表表 22--1100--11)。
組合員数の内訳を⾒ると、農業者である正
組合員数は減少傾向で推移していますが、
⾮農業者である准組合員数は増加傾向にあ
ります。 

農林⽔産省が実施した令和元(2019)年
度のアンケート調査によると、地域の農協
が農業者の所得向上に向けた農産物販売事
業や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」と回答した総合農協、農業者双⽅の割合は、年々増加傾向にあ
り、各地の農協において、農業者の所得向上を⽬的とした農産物の有利販売や⽣産資材の
有利調達、組合員との徹底的な話合い等の⾃⼰改⾰の取組は着実に進展していることがう
かがわれます(図図表表 22--1100--22）。⼀⽅で、総合農協と農業者の評価には 2 倍以上の差があり、
各地の農協においては、引き続き⾃⼰改⾰の取組を進めていくことが期待されています。
販売事業や購買事業以外にも、例えば地域農業の担い⼿の育成等、地域の課題を踏まえた
取組が各地の農協で⼯夫して展開されており、農林⽔産省としても、それらの具体的な取
組を Web サイトで公表し横展開を図るなど、⾃⼰改⾰の取組を促進しています。 
 

 
1 農業協同組合法に基づき設⽴された農協のうち、販売事業、購買事業、信⽤事業、共済事業等を総合的に⾏う農協 

図表 2-10-1 農協(総合農協)の状況 

資料：農林⽔産省「総合農協統計表」  
注：1) 組合数は「総合農協統計表」における集計組合数 

2) 各組合事業年度末時点の数値 
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福岡県柳川市

や な が わ し
の柳川

やながわ
農業協同組合では、野菜⽣産の担い⼿確保に向

けて新規就農者を育成することにより、野菜事業利益の⿊字化を実現
しています。 

同農協では、新規就農者の確保・定着を図るため、農協と柳川市、
南筑後普及指導
みなみちくごふきゅうしどう

センターが連携して、定期就農相談会を⾏うほか、就
農準備段階から現役⽣産者がアドバイスを⾏う体制を整えています。
また、新規就農者は販売実績がなく、融資を受けることが難しいため、
農協がハウスや農業機械を購⼊し、リースしています。 

こうした⽀援により、平成 24(2012)年度から令和元(2019)年度の間
にいちごの⽣産者は 53 ⼈から 65 ⼈に増加し、アスパラガスの⽣産者
は 33 ⼈から 46 ⼈に増加しました。その結果、野菜の販売・取扱⾼は
平成 24(2012)年度の 25.6 億円から令和元(2019)年度には 28.9 億円と
なり、3.3 億円増加しました。 

同農協では、令和 3(2021)年度には販売・取扱⾼を 30 億円とするこ
とを⽬指し、引き続き新規就農者を⽀援していくこととしています。 

アアススパパララガガススをを収収穫穫すするる
⽣⽣産産者者  

資料：柳川農協 

((事事例例))  新新規規就就農農者者のの育育成成にによよりり野野菜菜事事業業のの⿊⿊字字化化をを実実現現((福福岡岡県県))  

図表 2-10-2 農協改⾰に関するアンケート 

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」(令和元(2019)年９⽉公表) 
注：1) 総合農協の回答数は、平成 28(2016)年度 666 組合、平成 29(2017)年度 658 組合、平成 30(2018)年度 656 組合、令和元(2019)年

度 626 組合 
2) 農業者(認定農業者を基本として都道府県が選定した者)の回答数は、平成 28(2016)年度 10,442 ⼈、平成 29(2017)年度 10,882 ⼈、

平成 30(2018)年度 10,503 ⼈、令和元(2019)年度 10,671 ⼈ 
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平成29（2017）年度
平成30（2018）年度
令和元（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

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

農産物販売事業の進め⽅や役員の選び
⽅等に関し、「組合員と徹底した話合
いを進めている」と回答したもの
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((通通販販にによよるる応応援援消消費費のの取取組組))  
JA 全農は、平成 13(2001)年から、全国の農協や⽣産者が農畜産物

や加⼯品等を産地直送するインターネット販売サイト「JA タウン」
を運営してきました。新型コロナウイルス感染症の拡⼤に伴い、農
産物の売り先に困っていた⽣産者を⽀援するため、令和 2(2020)年 5
⽉から、和⽜、果実、乳製品、花きを対象に、送料を JA グループが
負担する「さんち直送おうちごはん 送料無料キャンペーン」を実
施しました。開始後 1 か⽉間で対象アイテム数は 1,000 アイテムま
で増加し、畜産物の販売拡⼤を継続的に⽀援しています。このよう
な産地⽀援や旺盛な巣ごもり需要の影響を受けて、キャンペーンの
効果もあり、令和 2(2020)年の JA タウンの売上⾼は前年⽐で約 2 倍
に増加しました。 

送送料料無無料料キキャャンンペペーーンンのの  
ババナナーー画画像像  

資料：JA 全農 

((事事例例))  各各地地のの農農協協等等ににおおけけるる新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症拡拡⼤⼤をを受受けけたた取取組組  

((他他産産業業ととののママッッチチンンググにによよるる⼈⼈材材確確保保のの取取組組))  
⻑野県の佐久浅間

さ く あ さ ま
農業協同組合では、地元の軽井沢

か る い ざ わ
旅館組合と協

⼒し、レタス農家等の農業経営体と訪⽇外国⼈旅⾏者の減少や外出
⾃粛の影響で雇⽤継続が困難であった宿泊施設の従業員等のマッチ
ング⽀援を、令和２(2020)年 4 ⽉に開始しました。この取組によっ
て、同年 11 ⽉までに７⼈の⼈材が農業現場で雇⽤されました。 

また、JA 全農は旅⾏会社の株式会社 JTB と連携し、観光業で働く
⼈に農業の現場で働いてもらうための「農業労働⼒⽀援事業」に取
り組み始めました。JA グループが農家の労働⼒需要を取りまとめ、
株式会社 JTB がホテルや旅館、バス会社から⼈材を募り、アルバイ
ト雇⽤した上で、労働⼒を提供する取組です。令和 2(2020)年 12 ⽉
から愛媛県内でモデルケースとして開始し、6 軒のみかん農家に 36
⼈の労働⼒を提供し、収穫作業等の作業を⾏いました。 

農農家家ででのの収収穫穫作作業業  
資料：株式会社 JTB ⻁ノ⾨第⼀事業部

((ココララムム))  新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対応応にに取取りり組組むむ厚厚⽣⽣連連病病院院 
JA グループでは、医療や保健(健康管理）、⾼齢者福祉等の厚⽣事業も⾏っています。都道県郡単

位で設置されている厚⽣農業協同組合連合会(以下「厚⽣連」という。)では、病院・診療所等の医
療施設の運営や、⾼齢者福祉のサービス等の提供により、組合員や地域住⺠の⽣活を⽀えており、
全国に 105 の厚⽣連病院、60 の診療所(令和３(2021)年３⽉末時点)を有しています。厚⽣連病院に
ついては、その 43％が⼈⼝５万⼈未満の市町村に⽴地し、農⼭村を始め地域における基幹施設とし
ての役割を果たしています。 

厚厚⽣⽣連連病病院院でで働働くく  
医医療療従従事事者者  

資料：全国厚⽣農業協同組合連合会 

厚⽣連病院では、感染症指定医療機関に指定されている病院を始
めとして、令和 2(2020)年 1 ⽉以降の新型コロナウイルス感染症の
発⽣初期から感染者の受⼊れを⾏ってきました。⼀部の厚⽣連病院
では⼤型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号において発⽣した
感染者を受け⼊れました。その後も各地の厚⽣連病院では感染者を
受け⼊れており、同年 1〜12 ⽉までの間で受⼊実績がある病院は 67、
受け⼊れた患者は 3,049 ⼈に上ります。 

こうした厚⽣連に対して、⽇本中央競⾺会からは 5 億円の寄附が
⾏われたほか、全国農業協同組合連合会(全農)からは⾷事サポート、
全国共済農業協同組合連合会(全共連)や農林中央⾦庫、農協等から
はマスク等の寄贈が⾏われています。 
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((22))  農農業業委委員員会会系系統統組組織織  
((農農地地利利⽤⽤のの最最適適化化にに向向けけててよよりり⼀⼀層層のの取取組組をを推推進進))  

農業委員会は、全国の市町村に設置され、
農地法等の法令業務(農地の権利移動の許
可や農地転⽤案件への意⾒具申)を⾏う⾏
政委員会です。農業委員会の業務は、平成
28(2016)年 4 ⽉に施⾏された改正農業委員
会法において、従来の農地法等の法令業務
に加え、農地利⽤の最適化業務(担い⼿への
農地の利⽤集積、遊休農地1の解消、新規参
⼊の促進）が必須化されました。これに伴
い、農業委員とは別に、各地域において農
地利⽤の最適化を推進する農地利⽤最適化
推進委員(以下「推進委員」という。)が新
設され、令和元(2019)年度から、新体制の
２期⽬がスタートしました。令和 2(2020)
年における農業委員数は 2 万 3,201 ⼈、推
進委員数は 1 万 7,698 ⼈で合わせて 4 万
899 ⼈となっています(図図表表 22--1100--33)。 

令和 2(2020)年 4 ⽉に施⾏された改正農地中間管理事業法に基づき、地域の将来的な担
い⼿・農地利⽤の⻘写真を定めた「⼈・農地プラン」を⾒直すことで、担い⼿への農地の
集積率を 8 割に引き上げるという⽬標の実現に向け、農業委員会はもとより、市町村、農
地バンク、⼟地改良区、農協等が課題解決策を持ち寄り、地域の関係者が⼀丸となって取
り組んでいくこととしています。農業委員会は、農地のコーディネーターとして、農地の
保有・利⽤状況や所有者の意向等、農地の利⽤集積に向けた有益な情報を提供することで、
農地利⽤の最適化の⼀層の推進に資することが期待されています。 

 
 

((33))  農農業業共共済済団団体体  
((11 県県 11 組組合合化化等等にによよるる業業務務効効率率化化、、農農業業保保険険へへのの加加⼊⼊促促進進のの取取組組がが進進展展中中))  

農業共済制度は、農業保険法の下、農業共済組合及び農業共済事業を実施する市町村(以
下「農業共済組合等」という。)、 県単位の農業共済組合連合会、国の 3 段階で運営され
てきました。近年、業務効率化のため、農業共済組合等の合併により県単位の農業共済組
合を設⽴するとともに、農業共済組合連合会の機能を県単位の農業共済組合が担うことに
より、農業共済組合と国の 2 段階で運営できるよう、1 県 1 組合化を推進しています。令
和 2(2020)年 4 ⽉ 1 ⽇時点では 41 都府県で 1 県 1 組合化が実現しており、まだ実現して
いない道県にある農業共済組合等においては、引き続き 1 県 1 組合化等による業務の効率
化を進めることとしています(図図表表 22--1100--44)。 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 2-10-3 農業委員会の状況 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 各年 10 ⽉ 1 ⽇時点の数値 

2) 推進委員は農地利⽤最適化推進委員の略で、平成 28(2016)
年に新設 
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また、平成 30(2018)年 4 ⽉に全国農業共
済組合連合会が設⽴され、平成 31(2019)
年 1 ⽉から始まった収⼊保険1の業務を実
施しています。その業務の⼀部は、農業共
済組合等⼜は農業共済組合連合会に委託さ
れています。近年多発する⾃然災害や価格
低下等の様々なリスクに備えるためには、
収⼊保険への加⼊が重要となっています。
令和 2 (2020)年における⻘⾊申告を⾏って
いる農業経営体のうち収⼊保険に加⼊して
いる割合は 10.2％であることから、農業共
済団体においては、引き続き収⼊保険への
加⼊を促進していくことが期待されていま
す。 

 
 

 
 

((44))  ⼟⼟地地改改良良区区  
((⼟⼟地地改改良良区区のの組組織織運運営営基基盤盤のの強強化化にに向向けけたた取取組組がが進進展展中中))  

⼟地改良区は、圃場
ほじょう

整備等の⼟地改良事業を実施するとともに、農業⽔利施設2等の⼟地
改良施設の維持・管理等の業務を⾏っており、令和元(2019)年度末時点で 4,403 地区とな
っています(図図表表 22--1100--55)。 

農業者の⾼齢化による離農や農地集積の進展等に伴い、⼟地持ち⾮農家3が増加していま
す(図図表表 22--1100--66)。このような中、⼟地改良区においても組合員の中での⼟地持ち⾮農家の
割合が増加していることや組合員数の減少等が課題となっています。今後も、⼟地持ち⾮
農家が増加すれば、⼟地改良施設の管理や更新等に関する⼟地改良区の意思決定が適切に
⾏えなくなるおそれがあります。 

このような状況を受けて、実際に農業を⾏っている耕作者の意⾒が適切に反映される事
業運営体制への移⾏を進めるため、平成 31(2019)年４⽉に改正された⼟地改良法では、⼟
地改良区の准組合員制度の導⼊や、農地の所有者から耕作者への組合員資格交代⼿続の簡
素化等により、耕作者が事業運営により参加しやすい仕組みが作られました。また、将来
にわたって⼟地改良施設等の維持・管理や更新を適切に進めるために、同法では、財務状
況の透明性を⾼め、計画的な施設更新を図ることを⽬的とする貸借対照表の作成・公表を
令和 4(2022)事業年度から⾏うこととされました。 

農林⽔産省としても、⼟地改良区の規模・組織体制の違いにより準備の進捗に差が⽣じ
ることのないよう、⼩規模な⼟地改良区に対する巡回指導等の⽀援を⾏っています。 

 
 

 
1 第2 章第5 節を参照 
2 ⽤語の解説3(1)を参照 
3 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 2-10-4 農業共済団体の状況 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 各年 4 ⽉ 1 ⽇時点の数値  

2) 農業共済組合等は、農業共済組合と農業共済事業を実施する
市町村の合計 
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図表 2-10-5 ⼟地改良区の状況 

資料：農林⽔産省作成 
注：各年度末時点での数値 

 

図表 2-10-6 農家と⼟地持ち⾮農家の⼾数 
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給的農家については、⽤語の解説 2(3)を参照 
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農村の振興

第3章



2 

 
第第１１節節 ⽥⽥園園回回帰帰のの動動向向  
 

 

中⼭間地域1を始めとする農村では、少⼦⾼齢化・⼈⼝減少が都市に先駆けて進⾏してい5 

る⼀⽅で、近年、「⽥園回帰」による⼈の流れが全国的な広がりを持ちながら継続しており、
農村の持つ価値や魅⼒が再評価されています。 

本節では、農村の現状と⽥園回帰の動向について紹介します。 
 

  ((農農村村でではは少少⼦⼦⾼⾼齢齢化化・・⼈⼈⼝⼝減減少少がが都都市市にに先先駆駆けけてて進進⾏⾏))  10 

国⼟の⼤宗を占める農村は、国⺠に不可⽋な⾷料を安定供給する基盤であるとともに、
農業・林業など様々な産業が営まれ、多様な地域住⺠が⽣活する場でもあり、さらには国
⼟の保全や⽔源の涵養

かんよう
など多⾯的機能が発揮される場であることから、農村の振興を図る

ことが重要です。 
⼀⽅、農村において、少⼦⾼齢化・⼈⼝減少が都市に先駆けて進⾏しており、農村の⾼15 

齢化率は特に平成 27(2015）年時点で 31.0％であり、都市部よりも 20 年程度先⾏してい
ます（図図表表 33--11--11）。また、⼈⼝減少は、都市的地域2から⼭間農業地域3になるほど顕著と
なり、特に⼭間農業地域において、令和 27(2045)年には平成 27(2015)年と⽐較すると、
⼈⼝は５割以上減少すると⾒込まれています（図図表表 33--11--22）。これにより、集落機能の維持
が困難な地域が増加し、⽣活インフラも維持できなくなるおそれがあります。 20 

 

 

 
1 ⽤語の解説2(7)を参照 
2 ⽤語の解説2(7)を参照 
3 ⽤語の解説2(7)を参照 

図表 3-1-1 農村・都市部の⼈⼝と⾼齢化率 

資料：総務省「国勢調査」、国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の地域別将来推計⼈⼝(平成 30(2018）年推計)」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 国勢調査における⼈⼝集中地区を都市、それ以外を農村とした。 

2) ⾼齢化率とは、総⼈⼝に占める 65 歳以上の⾼齢者の割合 
3) 昭和 45(1970)〜平成 27(2015)年は「国勢調査」、令和 2(2020)〜22(2040)年は「⽇本の地域別将来推計⼈⼝(平成 30(2018）年推計)」

を基に作成 
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3 

 

 
 
((⽥⽥園園回回帰帰がが全全国国的的にに拡拡⼤⼤傾傾向向))  

近年、三⼤都市圏からの転⼊者数が転出者数を上回る市町村が全国的に⾒られるように5 

なっており、このような⽥園回帰の動きは全国的に広がってきています。平成 24(2012)
年から令和元(2019)年までの 8 年間で、三⼤都市圏から転⼊超過となった年が 1 回以上あ
った市町村は、三⼤都市圏以外の全 36 道県のうち 35 道県の 579 市町村となっています。
また、4 回以上あった市町村は 36 道県のうち 31 道県の 132 市町村となっています(図図表表
33--11--33)。 10 

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） 

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−⻄暦 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。 
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4 
 

図表 3-1-3 三⼤都市圏からの転⼊超過回数 

資料：総務省「住⺠基本台帳⼈⼝移動報告」を基に国⼟交通省作成 
注：1) 平成 24(2012)年から令和元(2019)年の間で、三⼤都市圏からの転⼊者数が三⼤都市圏への転出者数を上回った回数別に⾊分け 

2) 三⼤都市圏は東京圏(埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県）、名古屋圏(岐⾩県、愛知県、三重県）、⼤阪圏(京都府、⼤阪府、兵庫
県、奈良県） 

3) 調査していないため該当数値がないデータについては 0 回として整理 
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5  

((ココララムム))  ⼈⼈⼝⼝移移動動とと所所得得格格差差のの変変遷遷 
第⼆次世界⼤戦後、我が国で三⼤都市圏の⼈⼝が転出超過となった時期は、これまで２回ありま

す。最初の転出超過期は昭和48(1973)年の第１次⽯油危機に端を発した景気低迷期の昭和51(1976)
年で、２回⽬の転出超過期は平成3(1991)年のバブル経済崩壊後の平成5(1993)〜7(1995)年となって
います。 

三⼤都市圏の転⼊超過数と１⼈当たり県⺠所得の三⼤都市圏と地⽅圏の格差を⾒ると、昭和
30(1955)年から平成29(2017)年に⾄るまで連動していることが分かります(図表１)。 

三⼤都市圏の転出超過の要因について、最初の転出超過期である昭和55(1980)年度の農業⽩書で
は、経済基調の変化により⼤都市における雇⽤環境が悪化したことと「成⻑よりゆとりと⽣きがい
を求める⽅向に国⺠の価値観が移っていること」と分析しています。当時の世論調査＊1によると、
住んでみたいまちのイメージとして、「⽔やみどりが美しいなど⾃然の多いまち」を求める回答が
57.3%を占めています。また、２回⽬の転出超過期においても、バブル崩壊前後の調査＊2を⽐較する
と、今後の⽣活において重視することとして、⼼の豊かさやゆとりのある⽣活と回答した割合が伸
びており、こうした価値観の変化が⼈⼝の移動と関係あるものと考えられます(図表２)。 
＊1 総理府「居住地の魅⼒とまちづくりに関する世論調査」(昭和54(1979)年12⽉) 
＊2 総理府「国⺠⽣活に関する世論調査」(平成元(1989)年5⽉、平成5(1993)年5⽉) 

資料：内閣府「県⺠経済計算」、総務省「住⺠基本台帳⼈⼝移動報告」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 所得格差は異なる基準年の系列を接続 

2) 転⼊超過数は⽇本⼈移動者の数 
3) 三⼤都市圏は東京圏（埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県）、名古屋圏（岐⾩県、愛知県、三重県）、⼤阪圏（京都府、⼤阪府、 

兵庫県、奈良県） 
 

図図表表 22  今今後後のの⽣⽣活活ににおおいいてて重重視視すするるこことと  

資料：総理府「国⺠⽣活に関する世論調査」を基に農林⽔産省作成 

図図表表 11  三三⼤⼤都都市市圏圏ににおおけけるる転転⼊⼊超超過過数数とと地地⽅⽅圏圏ととのの所所得得格格差差  
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第第22節節  地地域域のの特特性性をを活活かかししたた複複合合経経営営等等のの多多様様なな農農業業経経営営等等のの推推進進  

 
 
農村、特に中⼭間地域1では、⽶、野菜、果樹作等のほか、畜産、林業にも取り組む複合

経営を進め、所得と雇⽤機会を確保する必要があります。⼀⽅で、都市農業は、農業体験
等において重要な役割を担っています。本節では、地域の特性を活かした多様な農業経営
等の取組について紹介します。 
 
((11))  中中⼭⼭間間地地域域のの農農業業のの振振興興  
((中中⼭⼭間間地地域域のの総総農農家家数数、、農農地地⾯⾯積積、、農農業業産産出出額額はは全全国国のの約約 44 割割))  

中⼭間地域は、総農家2数、農地⾯積、
農業産出額の約 4 割を占めるなど、⾷料
⽣産を担うとともに、豊かな⾃然や景観
の形成・保全といった多⾯的機能の発揮
の⾯で重要な役割を担っています(図図表表
33--22--11)。 

 
 
 

 
 
 

((我我がが国国のの果果実実のの 44 割割以以上上、、畜畜産産のの 55 割割以以上上はは中中⼭⼭間間地地域域でで⽣⽣産産))  
農業産出額に占める中⼭間地域の割

合を品⽬別にみると、平成 27(2015)年は
⽶や穀物・⻨類の割合が 2〜3 割程度の
⼀⽅、果実では 4 割以上、畜産では 5 割
以上を占め全品⽬の平均値である約 4 割
より⾼くなっています(図図表表 33--22--22）。こ
れは、果樹や畜産は地形上の制約が⽐較
的⼩さいためであると考えられます。 

 
 
 

  

 
1 ⽤語の解説2(7)を参照 
2 ⽤語の解説2(3)を参照 

図表 3-2-1 中⼭間地域の主要指標 

資料：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」を基に作成 

注：1) 農業地域類型区分は、平成 29(2017)年 12 ⽉改定のものによる。
    2) 中⼭間地域の農地⾯積及び農業産出額については農林⽔産省に

よる推計 

（単位：千⼾、集落、千ha、億円、％）
全国 中⼭間地域 割合

総農家数 2,155 953 44.2
農業集落数 138,256 73,759 53.3
農地⾯積 4,496 1,841 40.9
農業産出額 88,631 36,138 40.8

図表 3-2-2 農業産出額に占める中⼭間地域の
割合 

資料：農林⽔産省「⽣産農業所得統計」を基に作成 
注：1) 中⼭間地域と全国の内訳については農林⽔産省による推計 
   2) 農業産出額は平成 27(2015)年の数値  
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((中中⼭⼭間間地地域域のの 11 農農業業経経営営体体当当たたりりのの農農業業所所得得はは全全国国平平均均のの 88 割割程程度度でで推推移移))  
1 農業経営体1当たりの農業所得2を農業地域類型別に⽐較すると、中⼭間地域の農業所得

はおおむね全国平均の 8 割程度で推移しており、令和元(2019)年では 134 万円となってい
ます(図図表表 33--22--33)。中⼭間地域では、平地農業地域3と⽐較して経営耕地⾯積が⼩さく、農
業粗収益が低いことが原因の⼀つとして考えられます(図図表表 33--22--44、図図表表 33--22--55)。 

 

 

 
 

1 ⽤語の解説1、2(1)を参照 
2 ⽤語の解説2(4)を参照 
3 ⽤語の解説2(7)を参照 

図表 3-2-4 1 ⼾当たり経営耕地⾯積 

資料：農林⽔産省「2015 年農林業センサス」(都府県・販売農家)を基に
作成 

注：1) 1 ⼾当たり経営耕地⾯積は、経営耕地⾯積を経営耕地のある販
売農家数で除したもの 

2) 農業地域類型区分は、平成 29(2017)年 12 ⽉改定のものによる。

図表 3-2-5 1 農業経営体当たり農業粗収益 

資料：農林⽔産省「農業経営統計調査 令和元年農業経営体
の経営収⽀(概数値)」(令和 3(2021)年 2 ⽉公表)の経
営形態別経営統計(個⼈経営体)を基に作成 
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図表 3-2-3 農業地域類型別の 1 農業経営体当たり農業所得 

資料：農林⽔産省「農業経営統計調査 経営形態別経営統計(個別経営)」、「農業経営統計調査 令和元年農業経営体の経営収⽀(概数値)」(令和
3(2021)年 2 ⽉公表)を基に作成 

  注：1) 平成 19(2007)年から平成 30(2018)年までの数値は、「農業経営統計調査 経営形態別経営統計(個別経営)」の数値 
 2) 令和元(2019)年の数値は、「農業経営統計調査 令和元年農業経営体の経営収⽀(概数値)」の経営形態別経営統計(個⼈経営体)の数値

を基に、1)と同⼀基準(旧基準)で試算した結果 
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((中中⼭⼭間間地地域域等等のの特特性性をを活活かかししたた複複合合経経営営のの全全国国的的なな展展開開をを推推進進))  
中⼭間地域等を今後も安定的に維持していくためには、⼩規模農家を始めとした多様な

経営体が、それぞれにふさわしい農業経営を実現する必要があります。  
 このため、農林⽔産省は、令和 3(2021)年 3 ⽉、地域特性を活かした農業、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モデルを提⽰しました。この
モデルでは、近年、市場性があると考えられる新たな作物や最新の技術も加味しながら、
新規就農者1等の地域内外の新たな⼈材が取り組み得る「⼊⾨段階」の⼩規模経営(農業所
得 200 万円程度)と、家族で暮らせる「複合経営のモデル」(農業所得 400 万円程度)を⼀
体的に⽰すとともに、各モデルによる多様なライフスタイルを実現するための考え⽅を⽰
しました。 

今後、中⼭間地域における⼩規模農家を始めとした多様な経営体の所得確保や新たな⼈
材の裾野の拡⼤に向け、優良事例の全国的な展開を推進していくこととしています。 
 
((22))  多多様様なな機機能能をを有有すするる都都市市農農業業のの推推進進  
((都都市市農農業業・・都都市市農農地地をを残残ししてていいくくべべききととのの回回答答がが増増加加))  

都市農業は、都市という消費地に近接
する特徴から、新鮮な農産物の供給に加
えて、農業体験・学習の場や災害時の避
難場所の提供、住⺠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2内の農地が我が国の農地全体に占め
る割合は 2％と低いものの、農業経営体
数と農業産出額ではそれぞれ全体の
10％と 7％を占めています3。 

都市農業に対する都市住⺠の評価が⾼
まってきた中で、平成 27(2015)年 4 ⽉に
は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。 

農林⽔産省が令和 2(2020)年 5 ⽉に実
施した都市住⺠を対象とした調査では、都市農業の多様な役割が評価され、都市農業・都
市農地を残していくべきとの回答が前年と⽐べて 4.7 ポイント増加し 75.7％となりました
(図図表表 33--22--66）。 
 

  

 
1 ⽤語の解説2(6)を参照 
2 都市計画法に基づき、既に市街地を形成している区域、おおむね10 年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域 
3 農林⽔産省「2015 農林業センサス」、総務省「固定資産の価格等の概要調書(平成30 年)」等を基に農林⽔産省が作成 

図表 3-2-6 都市住⺠の都市農業・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」を基に作成 
注：1) 令和 2(2020)年 5 ⽉調査 

2) 三⼤都市圏特定市の住⺠を対象に実施した Web アンケート調査 
3) 回答者数は 2,000 ⼈ 
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残していくべき
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都市開発を進めるべき
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((都都市市農農地地のの貸貸借借がが進進展展))  
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。市街化区域
内の農地⾯積が⼀貫して減少する中、⽣
産緑地地区の農地⾯積はほぼ横ばいで推
移しています(図図表表 33--22--77)。⽣産緑地地
区内の農地の所有者は⾃らによる耕作を
要件に税制上の軽減措置を受けることが
できましたが、農業者の減少や⾼齢化が
進⾏する中、都市の農地の有効な活⽤に
向けて、平成 30(2018)年 9 ⽉に「都市農
地の貸借の円滑化に関する法律」が施⾏
され、都市農地の所有者が、意欲ある農
業者等に安⼼して農地を貸付けすること
ができるようになりました。 

また、これまでは、企業、NPO1等が
都市農地において市⺠農園を開設する場
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。令和元(2019)年
度末時点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、前
年度から 97 件増加し、9 都府県で計 119 件、22 万 2 千㎡の農地について認定が⾏われ、
市⺠農園の開設については 35 件増加し、9 都府県で計 55 件、8 万 4 千㎡の農地の承認が
⾏われ、合わせて 30 万 6 千㎡の農地について認定・承認されています。 
 

 
1 ⽤語の解説3(2)を参照 

図表 3-2-7 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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第第 33 節節  農農泊泊、、農農福福連連携携、、再再⽣⽣可可能能エエネネルルギギーー等等のの農農村村発発イイノノベベーー

シショョンンのの推推進進  
 
 
農村の地域資源を他分野と組み合わせ新たな価値を創出する取組「農村発イノベーショ

ン」が進みつつあり、地域資源を活⽤した⾷事や体験・交流プログラムを提供する農泊や
障害者による農業分野での活躍を通じて社会参画を実現する農福連携、太陽光発電等の再
⽣可能エネルギーの活⽤等の動きが広がっています。 

本節では、このような地域資源を活⽤した農村の所得、雇⽤機会を確保するための様々
な取組について紹介します。 
 
((11))  農農村村発発イイノノベベーーシショョンンををははじじめめととししたた地地域域資資源源のの⾼⾼付付加加価価値値化化のの推推進進  
((農農村村発発イイノノベベーーシショョンンをを推推進進))  

所得と雇⽤機会を確保し、農村に⼈を呼び込むため、活⽤可能な地域資源を発掘し、磨
き上げた上で、他分野と組み合わせる「農村発イノベーション」を実現し、新たなビジネ
ス展開を促進することが必要です。このため、農林⽔産省は、令和 2(2020)年 5 ⽉から「新
しい農村政策の在り⽅に関する検討会」を⽴ち上げ、農村発イノベーションの推進を通じ
た所得確保⼿段の多⾓化について検討を⾏っており、令和 3(2021)年 6 ⽉までに取りまと
めることとしています。 

検討会での議論を踏まえ、ポストコロナ時代を⾒据えて、農村で農業経営と農村発イノ
ベーションに取り組む世帯や事業体を育成するのに不可⽋な資⾦、情報等の⽀援を今後も
充実させていくこととしています。 

なお、令和元(2019)年度からの取組として、農⼭漁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(INACOME

イ ナ カ ム
)の運営を

実施しており、農村発イノベーションの取組を⽀援しています(図図表表 33--33--11)。 
 
 
 
 
 

第3節 農泊、農福連携、再生可能エネルギー等の
農村発イノベーションの推進
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図表 3-3-1 農村発イノベーション 

資料：農林⽔産省作成 
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((⼭⼭村村地地域域のの特特性性をを活活かかししたた産産業業のの育育成成にによよるる雇雇⽤⽤とと所所得得のの増増⼤⼤))  
農林⽔産省は、平成 27(2015)年度から、振興⼭村1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。令和 2(2020)年度は 90 地区で⽀援を⾏いました。 
 

 
 
((22))  農農泊泊のの推推進進  
((ビビジジネネススととししてて実実施施ででききるる体体制制をを持持っったた農農泊泊地地域域))  
 農泊は、農⼭漁村において農家⺠宿や古⺠家等に滞在し、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。 
 農林⽔産省は、令和 2(2020)年度末時点で、全国 554 地域を農泊推進対策地域として採
択し、宿泊、⾷事、体験に関するコンテンツ開発等、農泊をビジネスとして実施できる体
制構築等の取組を⽀援しています(図図表表 33--33--22)。 
 
 

 
1 ⼭村振興法に基づき指定された地域 

 
振興⼭村に指定されている滋賀県東近江

ひがしおうみ
市

し
奥
おく

永源寺
え い げ ん じ

地区では、古
くから染料、⽣薬として⽤いられており、市の花にも選定されてい
る絶滅危惧種「紫

むら
草
さき

」の根「紫
し

根
こん

」を活⽤した⼭村の活性化に取り
組んでいます。  

地域資源の活⽤に向けた取組として、紫草の栽培に適した⾵⼟や
耕作放棄地の再⽣に着⽬し、平成 27(2015)年度から⼭村活性化⽀
援交付⾦事業により、耕作放棄地を利⽤して無農薬・有機栽培にこ
だわった紫草の栽培に取り組みました。さらに、栽培した紫草の商
品化に取り組み、100％植物性由来の化粧品である、紫根を主原料
としたオーガニックシコンコスメ「MURASAKIno ORGANIC」を
開発しました。 

平成 29(2017)年には、同市の地域おこし協⼒隊が中⼼となって
地元住⺠や市⺠から出資⾦を募り、「株式会社みんなの奥

おく
永源寺
え い げ ん じ

」
を設⽴し、平成 31(2019)年 2 ⽉に東京ビッグサイトで開催された
「⼭の恵みマッチング商談会」でミニブースを出展するなど、シコ
ンコスメの販路拡⼤に取り組んだ結果、無農薬・有機栽培等の商品
特性が評価され、バイヤーとの商談が成⽴しました。 

シコンコスメの出荷量は 2 万本を超え、販売額は⼭の恵みマッチ
ング商談会の前と⽐べ、 令和 2(2020)年 9 ⽉時点で約 10 倍に増加
しました。 
 

⾃⾃然然派派化化粧粧品品  
「「MMUURRAASSAAKKIInnoo  OORRGGAANNIICC」」  

資料：株式会社みんなの奥永源寺  
  

((事事例例))  特特⽤⽤作作物物・・紫紫草草をを活活⽤⽤しし、、化化粧粧品品をを開開発発、、販販売売((滋滋賀賀県県))  

東東京京ビビッッググササイイトトででのの展展⽰⽰
商商談談会会にに出出展展  

資料：株式会社みんなの奥永源寺 
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((農農泊泊のの体体制制整整備備はは進進みみつつつつああるるもものののの、、⼀⼀層層のの環環境境整整備備がが必必要要))  

農林⽔産省は、平成 29(2017)年度から、宿泊、⾷事、農林漁業体験等のプログラム(以
下「体験プログラム」という。)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の体制整備を進めています。 

その結果、令和元(2019)年度までに採択された 515 地域では、平成 29(2017)年度末で
は約 4,700 件だった体験プログラム数が、令和元(2019)年度末時点で、約 8,200 件に増加
しました(図図表表 33--33--33)。また、延べ宿泊者数は平成 29(2017)年度の約 503 万⼈から約 589
万⼈へと増加し、そのうち、訪⽇外国⼈旅⾏者の延べ宿泊者数は約 38 万⼈に増加しまし
た(図図表表 33--33--44)。 

農泊地域における利⽤者ニーズに更にきめ細かく対応するため、農泊地域に対して、ジ
ビエ料理等の⾷事メニューや農業、⽂化、⾃然等を体験するプログラムの開発、古⺠家等
を活⽤した宿泊施設等の整備を⽀援するほか、訪⽇外国⼈旅⾏者の受⼊れに向けた環境整
備のため、無線 LAN の整備や外国語 Web サイト等の多⾔語対応等の⽀援を引き続き⾏っ
ています。 
 

 
 

図表 3-3-2 農泊推進対策地域 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 令和 2(2020)年度末時点 

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地域数を対象 
 

 

採択地域数︓全国計５５４地域

北海道 44地域

関東 107地域
茨城県 ５ 栃⽊県 １０
群⾺県 ９ 埼⽟県 ６
千葉県 １９ 東京都 ５
神奈川県 ９ ⼭梨県 ９
⻑野県 １９ 静岡県 １６

東北 81地域
⻘森県 １１ 岩⼿県 １４
宮城県 ２３ 秋⽥県 １１
⼭形県 １１ 福島県 １１中国四国 83地域

⿃取県 ８ ⼭⼝県 ７
島根県 １４ 徳島県 ４
岡⼭県 １４ ⾹川県 ８
広島県 １６ 愛媛県 ６
⾼知県 ６

沖縄 11地域

近畿 54地域
滋賀県 ６ 兵庫県 １１
京都府 １３ 奈良県 １１
⼤阪府 ５ 和歌⼭県 ８

東海 37地域
岐⾩県 １５ 愛知県 ６
三重県 １６

北陸 56地域
新潟県 ２１
富⼭県 １０
⽯川県 １４
福井県 １１

九州 81地域
福岡県 １３ 佐賀県 ６
⻑崎県 １０ 熊本県 ２１
⼤分県 ６ 宮崎県 ６
⿅児島県１９
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北海道余市町

よいちちょう
は札幌市

さ っ ぽ ろ し
から⽇帰り圏にあり、平成 27(2015)年に

北海道版構造改⾰・地域再⽣特区に認定されたことをきっかけに、
農家⺠宿事業への取組を本格的に開始しました。 

余市町は、北海道における果樹の主要⽣産地であるとともに、
ウイスキーやワイン産業も盛んであり、ニセコ積 丹

しゃこたん
⼩樽
お た る

海岸国定
公園の景観や遺跡等も豊富であるなど宿泊事業に取り組む好条件
を備えています。 

農家⺠宿事業では、消費者がリンゴ農家による⺠宿に宿泊し、
果樹栽培の歴史を学ぶことができるとともに、スノーシューを使
っての果樹園散策等を⾏うことができるほか、北海道産の⽊材や
古材を使った⼀棟貸の宿泊施設で地元住⺠との交流を楽しむこと
ができるなど、個性豊かな宿泊プランを販売しています。また、
農業も題材に盛り込んだ忍者エンターテイナー「嵐嶄

らんざん
」と⼿裏剣

や忍者⼑を使った体験は、訪⽇外国⼈旅⾏者に⼈気のコンテンツ
です。 

⼀般社団法⼈余市
よ い ち

観光協会では、町内の宿泊施設の予約状況を
オンラインで⼀元的に管理するなど、効率的に事業に取り組んで
います。 
 

リリンンゴゴ農農家家  
資料：⼀般社団法⼈余市観光協会  

((事事例例))  地地域域資資源源をを活活⽤⽤ししたた農農泊泊のの取取組組((北北海海道道))  

忍忍者者  
資料：⼀般社団法⼈余市観光協会 

図表 3-3-3 体験プログラム数 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和元(2019)年度までに採択した農泊地域 515 地域を対象 

図表 3-3-4 農泊の延べ宿泊者数 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和元(2019)年度までに採択した農泊地域 515 地域を対象 
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((「「SSAAVVOORR  JJAAPPAANN」」認認定定地地域域にに 44 地地域域をを追追加加))  
農林⽔産省は、平成 28(2016)年度から地

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
る重点地域を「農泊 ⾷⽂化海外発信地域
(SAVOR

セ イ バ ー
 JAPAN

ジ ャ パ ン
)」に認定する取組を⾏っ

ています。令和 2(2020)年度に認定された
地域は、前年度から 4 地域増え、全国で 31
地域となりました(図図表表 33--33--55)。 

農林⽔産省では、認定地域を対象に、専
⾨家の派遣による地域の⾷・⾷⽂化体験の
コンテンツ造成と磨き上げを⾏うととも
にオールジャパンでのブランド化と⼀元
的な情報発信を⾏い、訪⽇外国⼈の誘客の
強化に取り組んでいます。 
 

 
 
 

((33))  農農福福連連携携のの推推進進  
((農農福福連連携携にによよりり収収益益がが向向上上))  

障害者の農業分野での雇⽤・就労を推進する農福連携は、農業、福祉両分野にとって利
点があるものとして各地で取組が進んでいます。 

⼀般社団法⼈⽇本
にっぽん

基⾦
き き ん

の調査によれば、農福連携の取組について、農地⾯積ベースでみ
ると平成27(2015)年から平成30(2018)年までの3年間で25％増加しています(図図表表33--33--66)。
また、農福連携に取り組んだ農業者の 78％が、平成 25(2013)年と⽐較し、平成 30(2018)
年には年間売上額が増加したと回答しています(図図表表 33--33--77)。障害者を受け⼊れた農業者
の 83％が収益性向上に「効果がある」と回答しており、農福連携に取り組む多くの農業者
が農業分野へのメリットを実感しています(図図表表 33--33--88)。 
 
 

図表 3-3-5 SAVOR JAPAN 認定地域数の推移
(累計) 

資料：農林⽔産省作成 
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図表 3-3-8 障害者を受け⼊れることによる
収益性向上に関する効果 

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) 障害者を雇⽤⼜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 105 経営体 
 

17.1%

45.7%
20.0%

8.6%
4.8%

3.8%
どちらかと
⾔えばない

効果あり

どちらかと
⾔えばあり

⼤きな
効果あり

分からない
効果なし

図表 3-3-6 農福連携に取り組んだ農業者の農
地⾯積の推移 

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) 障害者を雇⽤⼜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 113 経営体 

図表 3-3-7 農福連携に取り組んだ農業者の年
間売上額の増減 

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) 障害者を雇⽤⼜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) 平成 25(2013)年と⽐較した平成 30(2018)年の年間売上額
について調査 

3) 回答数は 120 経営体 
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((多多様様なな関関係係者者にによよるる国国⺠⺠的的運運動動をを展展開開すするるととととももにに専専⾨⾨⼈⼈材材をを育育成成))  
令和元(2019)年 6 ⽉に政府の農福連携等推進会議にて決定した農福連携等推進ビジョン

に基づき、令和 2(2020)年 3 ⽉、農林⽔産省は、関係省、関係団体等と共に、農福連携等
応援コンソーシアムを設⽴しました。本コンソーシアムでは、農福連携に関する優良事例
の表彰と全国的な展開、普及啓発のためのイベントの開催、連携・交流の促進、情報提供
等を⾏うこととしています。その取組の⼀環として、令和 3(2021)年 3 ⽉、農福連携に取
り組む団体、企業、個⼈等の優良事例 16 団体を「ノウフク・アワード」として表彰しま
した(図図表表 33--33--99)。 

また、農業者、障害者、障害者就労施設の指導員の間に⽴ち、障害者の農業分野での定
着を⽀援する専⾨⼈材を育成するため、農林⽔産省は、令和 2(2020)年度には、障害特性
に対応した農作業の流れ・農作業⽅法や農作業における作業の細分化、割当ての⽅法等を
学ぶ育成研修を農林⽔産研修所つくば館⽔⼾ほ場で実施しました。 
 

 
  
 

 
 

 
北海道⽉形町

つきがたちょう
の社会福祉法⼈雪

ゆき
の聖⺟

せ い ぼ
園
えん

（以下、「雪の聖⺟園」
という。）は、昭和 39(1964)年、障害のある⼦供の⼊所施設とし
て開設し、敷地内で⾃分たちの⾷料とするために農産物を⽣産、
平成 7(1995)年に成⼈の施設へ移⾏するとともに、徐々に⽣産量
の拡⼤を⾏いながら、販売への道筋を模索してきました。 

平成 18(2006)年からは、町内の農業者と連携し、都市部への出
荷を開始しました。また、平成 25(2013)年から、離農した町内の
農業者を農福連携の専属⽀援員として雇⽤し、収量の増加に向け
て、障害者へ作業⼿順の説明等を⾏っています。 

現在は、雪の聖⺟園が所有する 1ha の農地で、10 名程度の障害
者がジャガイモ、⼤根、カボチャ、ミニトマト等の⽣産に取り組
み、播種、施肥、除草、収穫、出荷準備等のほぼ全ての⼯程を、
障害者の得意不得意に応じて役割分担を決め、作業を⾏っていま
す。 

農産物の⽉平均の売上⾼は、平成 25(2013)年は 17 万円でした
が、農福連携の取組を進めるにつれ年々増加し、令和 2(2020)年
では 25 万円となりました。この結果、障害者の⽉平均の⼯賃は平
成 25(2013)年度の約 4 千円から令和元(2019)年度には約 1 万 3 千
円に増加しました。 

また、地域や近郊で催事が開かれる際には、障害者⾃ら農産品
を販売しており、顧客の反応を感じ取ることにより、作業へのモ
チベーションにつながっています。 

 
              出出荷荷準準備備のの様様⼦⼦  

資料：社会福祉法⼈雪の聖⺟園 

((事事例例))  農農業業とと福福祉祉でで地地域域をを活活性性化化((北北海海道道))  

農農作作業業のの様様⼦⼦  
資料：社会福祉法⼈雪の聖⺟園 
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図表 3-3-9 ノウフク・アワード 2020 優秀賞表彰団体 
 

資料：農林⽔産省作成 
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((44))  再再⽣⽣可可能能エエネネルルギギーーのの活活⽤⽤  
((再再⽣⽣可可能能エエネネルルギギーー発発電電のの割割合合はは 1188％％にに上上昇昇))  

⻑期エネルギー需給⾒通しにおいては、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)年度に 22〜24％にする⾒通しが⽰されています。令和元(2019)年度の
再⽣可能エネルギーの割合は 18.1％となり、その内訳は、⽔⼒発電が 796 億 kWh、太陽
光発電が 690 億 kWh、バイオマス1発電が 261 億 kWh、⾵⼒・地熱発電が 105 億 kWh と
なっています(図図表表 33--33--1100、図図表表 33--33--1111)。特に太陽光が占める割合は平成 23(2011)年度
は発電全体の 0.4％でしたが、令和元(2019)年度では 6.7％へ⼤きく増加しました。 
 

 
 

((農農⼭⼭漁漁村村再再⽣⽣可可能能エエネネルルギギーー法法にに基基づづくく基基本本計計画画をを作作成成ししたた市市町町村村はは 6688 にに増増加加))  
再⽣可能エネルギーの導⼊に当たっては、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い、地域の農林漁業の健全
な発展や地域の活性化につながる取組とする必要があります。 

こうしたことから、農林⽔産省では、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
エネルギー発電を⾏う農⼭漁村再⽣可能エネルギー法2に基づく取組を促進するとともに、
営農を適切に継続しながら上部で太陽光発電を⾏う営農型太陽光発電を推進しており、令
和 2(2020)年度には、このうち営農型太陽光発電について、荒廃農地を再⽣利⽤する場合
の要件緩和を講ずることとしたところです。 

令和元(2019)年度末時点で、農⼭漁村再⽣可能エネルギー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 7 市町増加の 68 市町村と
なりました。 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 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」 

図表 3-3-10 発電電⼒量全体に占める再⽣可
能エネルギーの割合 

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 

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 

図表 3-3-11 再⽣可能エネルギー発電の発電電
⼒量 
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((農農業業⽔⽔利利施施設設等等をを活活⽤⽤ししたた発発電電にによよりり農農業業者者のの負負担担軽軽減減をを推推進進))  
農業⽤ダムや⽔路を活⽤した⼩⽔⼒発電施設、農業⽔利施設1の敷地等を活⽤した太陽光

発電施設及び⾵⼒発電施設については、昭和 58(1983)年度から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。令和元(2019)年
度末時点で、⼩⽔⼒発電施設は 147 施設、太陽光発電施設は 124 施設、⾵⼒発電施設は 4
施設を整備しました(図図表表 33--33--1122)。これらの発電により得られた電気を⾃らの農業⽔利施
設等で利⽤することで、施設の運転に要する電気代が節約でき、農業者の負担軽減にもつ
ながっています。 
 

 
 
((営営農農型型太太陽陽光光発発電電のの導導⼊⼊がが進進展展))  

農地に⽀柱を⽴て、上部空間に太陽光発電設備を設置し、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)年度の営農型太陽光発電
の取組⾯積は前年度と⽐べて 147ha 増の 560ha となり、設備を設置するための農地転⽤許
可件数(累計)は前年度と⽐べて 481 件増の 1,992 件となりました(図図表表 33--33--1133、図図表表
33--33--1144)。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 3-3-12 農業農村整備事業等における再⽣可能エネルギー発電施設整備数の推移(累計) 

資料：農林⽔産省作成 
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図表 3-3-13 営農型太陽光発電の取組⾯積(累
計) 

図表 3-3-14 営農型太陽光発電設備を設置する
ための農地転⽤許可件数(累計) 

資料：農林⽔産省作成 
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の農地⾯積 
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((農農⼭⼭漁漁村村再再⽣⽣可可能能エエネネルルギギーー法法にに基基づづくく取取組組をを⾏⾏っってていいるる地地区区のの経経済済規規模模はは増増加加))  
令和元(2019)年 7 ⽉に⾒直した、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を活⽤して地
域の農林漁業の発展を図る取組を⾏って
いる地区の経済規模を令和 5(2023)年度に
600 億円とする⽬標を設定しています。令
和元(2019)年度末時点の経済規模は、前年
度と⽐べて 75 億円増の 372 億円となって
います(図図表表 33--33--1155）。 
 
 

 
 
 
 
 

 
((ババイイオオママスス産産業業都都市市をを新新たたにに選選定定))  

農⼭漁村における再⽣可能エネルギーの導⼊の拡⼤を図り、地域に存在するバイオマス
を有効活⽤していくため、関係府省では、バイオマス産業都市の構築を推進しています。
バイオマス産業都市では、原料⽣産から収集・運搬、製造・利⽤まで、経済性が確保され
た⼀貫システムを構築し、地域の特⾊を活かしたバイオマス産業を軸とする環境にやさし
く災害に強いまち・むらづくりを⽬指しています。 

令和 2(2020)年度に北海道湧 別 町
ゆうべつちょう

、秋⽥県⼤潟村
おおがたむら

、三重県多気町
た き ち ょ う

、南伊勢町
みなみいせちょう

の 4 町村
を選定し、バイオガスプラントの整備、稲わら・籾殻の有効活⽤、⾷品廃棄物や⽣活排⽔
汚泥を主原料としたメタン発酵によるエネルギー利⽤等、地域の特⾊を活かしたバイオマ
スの有効利⽤を推進しています。 

このほか、畜産経営の規模拡⼤の進展に伴い、増⼤する家畜排せつ物の利⽤の⾼度化を
進めるため、令和元(2019)年度補正予算において、7 地区で⾃家消費を含めたエネルギー
地産地消1型のバイオガスプラントの導⼊を進めているほか、副産物の消化液の利⽤を推進
しています。 
 
 
 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 3-3-15 農⼭漁村再⽣可能エネルギー法
に基づく取組を⾏っている地区の
経済規模 

資料：農林⽔産省作成 
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第第 44 節節  中中⼭⼭間間地地域域ををははじじめめととすするる農農村村にに⼈⼈がが住住みみ続続けけるるたためめのの条条

件件整整備備  
 
 
中⼭間地域1を始めとする農村は、多様な地域住⺠が⽣活する場ですが、⼈⼝減少や少⼦

⾼齢化が都市に先駆けて進⾏しています。このような中で農村を維持し、次の世代に継承
していくためには、地域コミュニティの維持を⽬的とする「⼩さな拠点」の形成や多⾯的
機能の発揮を促進するための⽇本型直接⽀払等により、農村に⼈が安⼼して住み続けるた
めの条件が整備されることが必要です。 

本節では、これらの取組に係る動向について紹介します。 
 

((11))  地地域域ココミミュュニニテティィ機機能能のの維維持持やや強強化化  
アア  地地域域ココミミュュニニテティィ機機能能のの形形成成ののたためめのの場場とと世世代代をを超超ええたた⼈⼈々々にによよるる地地域域ののビビ

ジジョョンンづづくくりり  
((地地域域のの将将来来像像ににつついいててのの話話合合いい等等をを促促進進))  

農林⽔産省は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、平成
12(2000)年度から中⼭間地域等直接⽀払制度の活⽤により、地域コミュニティによる農⽤
地や集落の将来像の明確化、農地、⽔路等の機能の維持・増進を図る共同活動等を⽀援し
ています。 

また、これに加えて、地域住⺠がいきいきと暮らしていける環境の創出を⾏うため、地
域住⺠団体等からなる地域協議会に対して、ワークショップ等を通じた地域の活動計画の
策定や地域の活動計画に掲げられた取組の体制構築、実証活動等を⽀援しています。平成
27(2015）年度から⽀援を開始し、これまで全国で 164 地区の地域協議会が様々な活動に
取り組んでおり、令和 2(2020)年度は、全国で 98 地区の活動計画を⽀援しました。 

 
イイ  「「⼩⼩ささなな拠拠点点」」のの形形成成のの推推進進  
((「「⼩⼩ささなな拠拠点点」」のの形形成成数数がが増増加加))  

地域住⺠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、⾏政施設や
学校、郵便局等の各種⽣活⽀援機能を集約し、地域コミュニティを維持する「⼩さな拠点」
づくりの取組が平成 23(2011)年から⾏われており、令和 2(2020)年 5 ⽉末時点で、全国で
1,267 か所の「⼩さな拠点」が形成されています(図図表表 33--44--11、図図表表 33--44--22、図図表表 33--44--33)。 

関係府省庁が連携し、遊休施設の再編・集約に係る改修や、廃校施設の活⽤等に取り組
む中、農林⽔産省は、農産物加⼯・販売施設や地域間交流拠点等のほか、「⼩さな拠点」間
や「⼩さな拠点」と周辺集落の間を結ぶ農道を始めとしたインフラの整備を⾏っています。 

 
1 ⽤語の解説２(7)を参照 

第4節 中山間地域をはじめとする農村に人が住み続けるための
条件整備
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図表 3-4-3 「⼩さな拠点」の都道府県別形成数 

資料： 内閣府地⽅創⽣推進事務局「⼩さな拠点の形成に関する実態調査」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 令和 2(2020)年 5 ⽉末時点 

2) 市町村版総合戦略に位置付けのある⼩さな拠点の数 
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図表 3-4-1 「⼩さな拠点」のイメージ 
集落生活圏

集集落落 集集落落

集集落落

集集落落

旧旧役役場場庁庁舎舎

ススーーパパーー
跡跡地地

郵郵便便・・ATM 小小学学校校

ガガソソリリンン
ススタタンンドド

道道のの駅駅

例：旧役場庁舎を
公民館等に活用

例：コミュニティバス等により交通手段を確保

例：道の駅に直売所等を併設

診診療療所所

例：付加価値の高い
農林水産物加工場

例：地域資源を活かした作物
を栽培、道の駅で販売

例：集落の女性組織による
６次産業化商品の開発

例：小学校の空きスペースや
廃校舎を福祉施設等に活用

例：撤退後のスーパーを
集落コンビニ等に活用

資料：内閣官房まち・ひと・しごと創⽣本部事務局、内閣府地⽅創
⽣推進室「住み慣れた地域で暮らし続けるために〜地域⽣活
を⽀える「⼩さな拠点」づくりの⼿引き〜」 

図表 3-4-2 「⼩さな拠点」の形成数 

資料： 内閣府地⽅創⽣推進事務局「⼩さな拠点の形成に関する実
態調査」を基に農林⽔産省作成 

注：1) 各年 5 ⽉末時点 
2) 市町村版総合戦略に位置付けのある⼩さな拠点の数 
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((22))  多多⾯⾯的的機機能能のの発発揮揮のの促促進進  
((多多⾯⾯的的機機能能⽀⽀払払制制度度をを着着実実にに推推進進))    

農業・農村の多⾯的機能1の維持・発揮を⽬的
として、「農業の有する多⾯的機能の発揮の促進
に関する法律」に基づき、平成 26(2014)年度か
ら⽇本型直接⽀払制度2が実施されています(図図
表表 33--44--44)。 

この⽇本型直接⽀払制度のうち、多⾯的機能
⽀払制度は、農地維持⽀払と資源向上⽀払の⼆
つから構成されています(図図表表 33--44--55)。農地維
持⽀払は、地域共同で⾏う農地法⾯

のりめん
の草刈りや

⽔路の泥上げ等の地域資源の基礎的な保全活動
等を対象としています。また、資源向上⽀払は、
⽔路や農道等の軽微な補修等の地域資源の質的
向上を図る共同活動等を対象としています。 

 

 
1 ⽤語の解説4 を参照 
2 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三つの制度から構成 

資料：総務省、国⼟交通省「過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査報告書」を基に農林⽔産省作成 

((ココララムム))  中中⼭⼭間間地地域域でではは集集落落機機能能がが低低下下傾傾向向   
集落は、資源管理機能(⽔⽥や⼭林等の地域資源の維持保全に係る集落機能）、⽣産補完機能(農林

⽔産業等の⽣産に際しての草刈り、道普請
み ち ぶ し ん

等の相互扶助機能）、⽣活扶助機能(冠婚葬祭等⽇常⽣活に
おける相互扶助機能）を有していますが、中⼭間地域ではこれらの集落機能の低下傾向が⾒られます。

総務省、国⼟交通省の条件不利地域を対象とした調査によると、平成 22(2010)年から令和元(2019)
年にかけ、集落機能の維持状況について「機能低下」⼜は「維持困難」と回答した割合は、中間農業
地域では 6.3 ポイント増加し 19.5％、⼭間農業地域では 7.9 ポイント増加し 37.6％となっています。

（（中中間間農農業業地地域域））  （（⼭⼭間間農農業業地地域域））  
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資料：農林⽔産省作成 

⽇⽇本本型型直直接接⽀⽀払払制制度度

【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を図る
共同活動等を⽀援

多⾯的機能⽀払制度

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

中⼭間地域等直接⽀払制度

中⼭間地域

⾃然環境の保全に資する農業⽣産
活動を⽀援

環境保全型農業直接⽀払制度

有機農業

図表 3-4-4 ⽇本型直接⽀払制度の概要 
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農地維持⽀払については、令和元(2019)年度
の取組⾯積が、農⽤地⾯積1の 55％にあたる 227
万 ha となっています。また、活動組織のうち
947 の組織が広域活動組織として活動しており、
前年度と⽐較すると 48 組織増加しています。 

資源向上⽀払のうち地域資源の質的向上を図
る共同活動については、令和元(2019)年度の取
組⾯積が、農⽤地⾯積の 48％にあたる 201 万
ha となっています。また、資源向上⽀払のうち
施設の⻑寿命化のための活動は、令和元(2019)
年度の取組⾯積が、農⽤地⾯積の 18％である
74 万 ha となっています。 

令和 2(2020)年度からは、甚⼤な⾃然災害時
に対象組織間で交付⾦を融通できるよう制度の
⾒直しが⾏われました。例えば、異常気象時に
災害復旧費が不⾜し⾃⼰負担をせざるを得ない
場合に、同交付⾦を受ける他の活動組織の余剰
⾦を災害復旧費に充当することができるように
なり、早期の営農再開が可能となりました。ま
た、資源向上⽀払の対象である多⾯的機能の増進を図る活動として、従来の医療・福祉と
の連携に加えて、やすらぎや教育の場としての機能増進を図る活動も対象となったほか、
防災・減災⼒の強化として災害時における応急体制の整備も対象となりました。 

 

 

 
1農⽤地区域内の農地⾯積に農⽤地区域内の採草放牧地⾯積(ともに平成30(2018)年時点、農林⽔産省調べ)を加えた⾯積 
 

 
⼤分県宇佐

う さ
市

し
岩崎
いわさき

地区は、平成 24(2012)年６⽉に多⾯的機能⽀払
制度を活⽤して、「岩崎農地⽔環境保全組合」を設⽴しました。 

同組合では、農村の混住化が進む中、⾮農業者等の参加者のアイデ
アを活⽤し、⽣態系保全活動や学校教育との連携等の様々な活動が⾏
われています。 

例えば、集落の外縁にある河川からの取⽔施設周辺に繁茂した特定
外来⽣物のオオフサモについて、同組合が重機による⼤掛かりな駆除
を⾏うことで、それ以降は⽇常的な管理作業の⼀環として⼿作業で容
易に駆除することができるようになり、維持管理の負担の軽減にもつ
ながるとともに、在来⽣物の保全が図られました。 

また、個々の農家が⾏うには負担が⼤きいことから断念されていた
⼦供の農業体験についても、同組合員が協⼒して、地元の⼩学校や地
域の⼦供会で実施するなど、地域コミュニティの強化等の活性化にも
つながっています。 
 

重重機機をを使使っったた特特定定外外来来⽣⽣物物
のの駆駆除除  

資料：岩崎農地⽔環境保全組合 

((事事例例))  多多⾯⾯的的機機能能⽀⽀払払制制度度をを活活⽤⽤ししたた⽣⽣態態系系保保全全等等のの取取組組((⼤⼤分分県県))  

図表 3-4-5 多⾯的機能⽀払制度の概要 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和元(2019)年度の取組⾯積 

地域資源の質的向上を図る共同活動

未未舗舗装装農農道道のの舗舗装装 素素堀堀りり水水路路かかららのの更更新新

【農地維持支払】

農農道道のの路路面面維維持持水水路路のの泥泥上上げげ

ひひびび割割れれのの補補修修

多多面面的的機機能能支支払払制制度度のの構構成成、、活活動動例例とと取取組組面面積積

生生ききもものの調調査査

【資源向上支払】

施設の長寿命化のための活動

（農用地面積※415万ha）

227

201

74

取組面積 227万ha
（55%）

取組面積 201万ha
（48%）

取組面積 74万ha
（18%）

※農用地区域内の農地面積に農用地区域内の採草放牧地面積
（ともに平成30(2018)年時点、農林水産省調べ）を加えた面積

（農用地面積※415万ha）
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((中中⼭⼭間間地地域域等等直直接接⽀⽀払払制制度度第第 55 期期対対策策にによよりり⽀⽀援援をを強強化化))  
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。令和元(2019)年度の
交付⾯積は、前年度からほぼ横ばいの 66 万 5 千 ha であり、対象農⽤地⾯積に対する交
付⾯積の割合は 84％となっています。 

本制度は、施策の評価を第三者委員会において実施しつつ５年ごとに対策の⾒直しが⾏
われており、令和 2(2020)年度からは第 5 期対策が始まっています。第 5 期対策では、交
付⾦の返還措置が⾒直されるとともに、農⽤地や集落の将来像の明確化を図る集落戦略の
作成や集落の地域運営機能の強化、棚⽥の保全や地域の振興を図る活動等、将来に向けた
前向きな取組への⽀援が強化されています。 

 
 

((環環境境保保全全型型農農業業直直接接⽀⽀払払制制度度第第２２期期対対策策でではは対対象象ととななるる取取組組をを拡拡⼤⼤))  
環境保全型農業直接⽀払制度は、化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組

と併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の⽀援を⽬的とし
て平成 23(2011)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。
⽀援の対象となる取組には、カバークロップ(緑肥)の作付けや堆肥の施⽤、有機農業等の
全国共通取組と、地域の環境や農業の実態等を勘案した上で都道府県が申請を⾏い、 地域
を限定して取り組むことができる地域特認取組があります。令和元(2019)年度の実施⾯積
は、前年度からほぼ横ばいの 8 万 ha で、実施市町村数は全市町村の 52％にあたる 887 市
町村となっています。 

令和２(2020)年度からは第 2 期対策が始まり、多くの農業者が取組を実施できるよう、
全国共通取組にリビングマルチ1や⻑期中⼲し2等の五つの取組が追加されました。また、
地域特認取組の運⽤も⾒直され、地球温暖化防⽌や⽣物多様性保全以外に、⽔質保全等の
効果がある取組も⽀援の対象にすることができるようになるなど、都道府県の裁量が拡⼤
しました。 

 
1 主作物の畝間に緑肥を作付けする取組 
2 ⽔稲の⽣育中期に 10 a 当たり１本以上の溝切りを実施した上で14 ⽇以上の中⼲しを実施する取組 

 
岡⼭県美咲

み さ き
町

ちょう
境

さかい
集落は過疎地域及び特定農⼭村地域に指定され

ており、近隣に棚⽥百選にも選出された「⼤垪和
お お は が

⻄
にし

の棚⽥」や「北 庄
きたしょう

の棚⽥」のある棚⽥地域です。⾼齢化や⼈⼝減少による地域活⼒の低
下への対策として、平成 12(2000)年度から中⼭間地域等直接⽀払制
度を活⽤し、⾚そば「⾼嶺

た か ね

ルビー」の栽培を⾏っています。 
平成 15(2003)年には、中⼭間地域等直接⽀払交付⾦等を活⽤して

棚⽥のそば屋「紅
あか

そば亭
てい

」を開設し、地区内で⽣産されたそばやそば
加⼯品、野菜等を販売しています。 

また、中⼭間地域等直接⽀払交付⾦等により汎⽤型コンバインを⽣
産組合法⼈に導⼊し、法⼈への農地の集積を進めてきました。法⼈が
集積した農地⾯積は平成 23(2011)年の 1ha から令和元(2019)年には
10ha に増加しており、⽣産拡⼤と耕作放棄地の発⽣の防⽌につなが
っています。 

商商品品化化ししたた加加⼯⼯品品  
資料：境集落協定 

 

((事事例例))  中中⼭⼭間間地地域域等等直直接接⽀⽀払払制制度度をを活活⽤⽤ししたた６６次次産産業業化化のの実実現現((岡岡⼭⼭県県))  
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((33))  ⽣⽣活活イインンフフララ等等のの確確保保  
((農農地地付付きき空空きき家家等等のの契契約約数数がが増増加加))  

農村への移住希望者にとって、住宅の確保は、
収⼊の確保とともに重要な課題です。 

国⼟交通省は、⼀部の地⽅公共団体が⾏う、空
き家等の情報サイトを⼀元化した Web サイトを
平成 30(2018)年に開設し、「全国版空き家・空き
地バンク」として運営しています。 

同 Web サイトに登録されている物件数は増加
しており、令和 2(2020)年 10 ⽉末時点で１万
1,048 件となっています(図図表表 33--44--66)。このうち
495 件が農地付き空き家となっています。また、
同 Web サイト開設以降、契約件数も増加してお
り、同年 10 ⽉末時点で 630 件の農地付き空き家
を含む約 6 千件が契約されています。 

 
 
 
 

農農地地付付きき空空きき家家  
資料：国⼟交通省 

図表 3-4-6 全国版空き家・空き地バンクの
登録物件数 

資料：国⼟交通省資料を基に農林⽔産省作成 
注：1) 各年 10 ⽉末時点での掲載中の物件数 

2) 株式会社 LIFULL とアットホーム株式会社が運営する
Web サイトの掲載数を合計した数 

7,642 

10,333 
11,048 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成30年
(2018)

令和元
(2019)

2
(2020)

件
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第第 55 節節  ⿃⿃獣獣被被害害対対策策ととジジビビエエ利利活活⽤⽤のの推推進進  

 
 
野⽣⿃獣による農作物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5 

ことから農⼭村に深刻な影響を及ぼしています。このため、⿃獣被害対策を全国で進める
とともに、捕獲した有害⿃獣をジビエとして利活⽤するなど農⼭村における所得向上、雇
⽤創出に向けた取組が⾏われています。本節では、⿃獣被害の状況と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の現状について紹介します。 

 10 
((11))  ⿃⿃獣獣被被害害対対策策等等のの推推進進  
((野野⽣⽣⿃⿃獣獣にによよるる農農作作物物被被害害額額はは 115588 億億円円))  

令和元(2019)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。野⽣⿃獣による農作物被害は営農意欲
の減退をもたらし、耕作放棄や離農の要因にもなることから、数字として表れる以上に農15 
⼭村に深刻な影響を及ぼしています。 
 

 
((⿃⿃獣獣被被害害対対策策をを強強化化))  

捕獲等の対策に携わる⼈材の不⾜や野⽣⿃獣の⽣息域の拡⼤等によって依然として農20 
⼭村に深刻な影響を及ぼしている⿃獣被害に対応するため、野⽣⿃獣の保護・管理や狩猟
の適正化を推進する環境省等の関係府省庁が連携し、戦略的に各種対策を組み合わせるこ
とにより⿃獣被害対策を強化しています。 

野⽣⿃獣による被害防⽌のため、⿃獣被
害防⽌特措法1に基づき、令和２(2020)年 425 
⽉末時点で 1,502 市町村が⿃獣被害防⽌計
画を策定しています。そのうち 1,218 市町
村が⿃獣被害対策実施隊を設置しており、
各市町村において様々な対策が⾏われてい
ます(図図表表 33--55--11)。 30 

これらの取組の結果、平成 22(2010)年度
と令和元(2019)年度の都道府県別の野⽣
⿃獣による農作物被害額を⽐較すると、捕
獲活動の推進、侵⼊防⽌柵の設置、集落の
環境管理2による被害防⽌対策の推進によ35 
り、多くの地域で減少しています(図図表表
33--55--22)。 

⼀⽅で、東北地⽅の⼀部県等では、地球
温暖化がもたらす環境変化等の影響による

 
1 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」 
2 農地周りの⿃獣の潜み場をなくすための、刈り払いによる緩衝帯の設置や⿃獣を誘因する原因となる放任果樹の伐採等 

図表 3-5-1 被害防⽌計画策定数と⿃獣被害対
策実施隊設置数 

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 1,502 

864 
986 

1,073 1,140 1,183 1,198 1,218 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

平成26年
(2014)

28
(2016)

30
(2018)

令和2
(2020)

被害防⽌計画を策定
している市町村

うち⿃獣被害対策実施隊を
設置している市町村市町村
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シカ・イノシシの⽣息域の拡⼤や⽣息密度の⾼まり等により、被害額が増加している県も
あります。 

更なる⿃獣被害防⽌のため、農林⽔産省
は、地域ぐるみで⾏う捕獲活動や侵⼊防⽌
柵の設置、⾥⼭や森林における緩衝帯づく5 
り等の環境管理を⽀援しています。また、
令和５(2023)年度までに平成 23(2011)年
度⽐でシカ、イノシシの⽣息頭数を半減さ
せるという国全体での⽬標の達成に向けて、
令和 2(2020)年度は環境省とともに都道府10 
県にできる限り⾼い捕獲頭数の⽬標を設定
するよう働きかけを⾏いました。これらの
⽬標が達成されるよう、秋以降の狩猟期間
における広域での集中的な捕獲を⾏う「集
中捕獲キャンペーン」を全国で展開するな15 
ど、関係府省庁等と連携しながら、捕獲の
強化を推進しました。 

このほか、ICT1やドローン技術等を活⽤
した効率的なスマート捕獲の技術の普及の
ため、ドローンを活⽤した捕獲わなの⾒回20 
り、誘引エサやりの⾃動化システムの開発
を推進しています。 

 
 
 25 
 
 
 
 

 
1 ⽤語の解説３(２)を参照 

図表 3-5-2 都道府県別に⾒た過去 10 年の
⿃獣被害額の増減状況 

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：平成 22(2010)年度の被害額に対する令和元(2019)年度の⽐率 

1.2倍以上
1.1~1.2倍未満
1.0~1.1倍未満
0.9~1.0倍未満
0.8~0.9倍未満
0.8倍未満

 集集中中捕捕獲獲キキャャンンペペーーンン  
普普及及啓啓発発ポポススタターー  

資料：農林⽔産省 
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((22))  ジジビビエエ利利活活⽤⽤のの拡拡⼤⼤  
((ジジビビエエのの利利⽤⽤がが拡拡⼤⼤))  

捕獲した野⽣⿃獣のジビエ利⽤は、外⾷、⼩売⽤のほか、学校給⾷、ペットフード等、5 
様々な分野において拡⼤しており、令和元(2019)年度のジビエ利⽤量は、前年度に⽐べ
6.4％増加の2,008tとなり、平成28(2016)年度と⽐べると57％増加しています(図図表表33--55--33）。 

捕獲頭数全体に占めるジビエ利⽤頭数割合1は、全体では年々増加傾向にあり、令和元
(2019）年度は９％になりました。獣種別では、令和元(2019）年度は、シカでは前年度に
⽐べ 1 ポイント増加し 14％となりました。イノシシでは豚熱2の発⽣等もあり前年度より 110 
ポイント減少しました(図図表表 33--55--44）。この理由は、野⽣イノシシの豚熱の発⽣及び発⽣地
域の拡⼤による出荷⾃粛によるものと考えられます。 

農林⽔産省は、⾷⾁処理施設において処理されたジビエ利⽤量を令和元(2019)年度の⽔
準から倍増させ、令和 7(2025)年度に 4 千 t にする⽬標を掲げており、⽬標の達成に向け、
全頭搬⼊、利⽤可能な個体のフル活⽤、利⽤者向け産地情報のネットワーク化、国産ジビ15 
エ認証制度の普及、ペットフードへの利活⽤等に取り組んでいます。さらに、野⽣イノシ
シの豚熱感染が確認されている地域では、⾷⾁処理施設におけるシカ利⽤への転換等を⽀
援するとともに、感染確認地域においても野⽣イノシシのジビエ利⽤ができるよう、豚熱
陰性イノシシの出荷を可能とするための枠組みを構築しました。 
 20 

 
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(1)を参照 

 
佐賀県唐津市

か ら つ し
と ⽞ 海 町

げんかいちょう
は平成元(1989)年頃からイノシシによ

る農作物被害に悩まされており、近年では市街地への出没も発⽣
してきました。 

野⽣⿃獣は広域を移動するため、その被害対策には地域⼀体と
なった対策が必要です。このため、唐津市と⽞海町が協働して、
平成 20(2008)年に有害⿃獣対策のための協議会を設⽴し、周辺地
域の被害対策を総合的に推進してきました。具体的には、地域内
の集落等に対し、被害対策のための研修会や優良事例の普及・啓
発活動を実施したほか、狩猟免許不所持者でも捕獲の補助ができ
る制度を利⽤した地域ぐるみの捕獲班の形成に取り組みました。 

この結果、取組前の平成 20(2008)年度と⽐較して、平成
29(2017)年度のイノシシの有害捕獲数は 3.1 倍に増加し、唐津市
と⽞海町の農作物被害⾦額は 65％減少しました。さらには、⾃治
会や⽣産組合が協⼒した独⾃の対策協議会を設⽴する集落が登場
するなど、集落等単位の対策も活発になっており、今後の更なる
⿃獣被害対策の推進が期待されています。 

集集落落内内のの研研修修のの様様⼦⼦  
資料：唐津地域有害⿃獣広域駆除対策協議会 

  

((事事例例))  関関係係機機関関のの連連携携にによよりり地地域域⼀⼀体体ととななっったた⿃⿃獣獣被被害害対対策策をを推推進進((佐佐賀賀県県))  
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((ジジビビエエのの円円滑滑なな流流通通にに向向けけ、、関関係係者者間間のの情情報報共共有有シシスステテムムをを構構築築))  

ジビエは畜産物とは異なり、外⾷産業等の需要者が、供給量やトレーサビリティ等の情
報を把握できないことや、供給量や品質が安定しないことが流通の阻害要因となることが5 
あるため、令和 2(2020)年度から、農林⽔産省では、ジビエの円滑な流通に向け、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の実証を⾏ってお
り、ジビエ流通量を増加させていくこととしています。 

  

((消消費費者者のの安安⼼⼼確確保保にに向向けけ、、2233 施施設設がが国国産産ジジビビエエ認認証証をを取取得得))  10 
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、農林⽔産省では、平成 30(2018)年に、国産ジビエ認証制度を開始しました。 
令和 2(2020)年度末時点では、前年度から 9 施設増加し、23 施設が認証を取得していま

す（図図表表 33--55--55）。認証施設で⽣産されたジビエ製品には国産ジビエ認証マークが表⽰され
るため、消費者は衛⽣管理基準を満たし、トレーサビリティが確保されたジビエ製品を選15 
択することが可能となっています。 
 
 

図表 3-5-3 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 

図表 3-5-4 シカ、イノシシのジビエ利⽤頭数割合

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、令和元(2019)年度は令和 2(2020)年 9 ⽉時点の速報値（環
境省調査） 
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5 

 
 
((需需要要拡拡⼤⼤にに向向けけたたププロロモモーーシショョンンをを展展開開))  

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5 
⾷ 店 等 を ポ ー タ ル サ イ ト 「 ジ ビ エ ト 」 で 平 成
30(2018)年から紹介しています。令和 3(2021)年 3
⽉時点で約 300 店舗の情報が紹介されています。 

また、令和元(2019)年度に引き続き、令和 2(2020)
年 11 ⽉から全国ジビエフェアを実施しました。全10 
国で約 1,100 店の飲⾷店等が参加し、ヘルシーでお
いしいジビエ料理の素晴らしさを広め、新たな地域
⾷材として注⽬されるジビエを盛り上げました。 

さらに、消費者にとってジビエが購⼊しやすいも
のとなるよう、ジビエ商品を専⾨に取り扱う EC サ15 
イトを令和 2(2020)年 7 ⽉に開設しました。同サイ
トには 55 社の販売店が参加しています。 

 

図表 3-5-5 国産ジビエ認証施設の認証を受
けた施設数 

資料：農林⽔産省作成 
 

国国産産ジジビビエエ認認証証ママーークク  
資料：農林⽔産省 
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第第 66 節節  農農村村をを⽀⽀ええるる新新たたなな動動ききやや活活⼒⼒のの創創出出  
 

 

「⽥園回帰」による⼈の流れが全国的に広がりつつある中で、本節では、農村における
新たな動きや農村の活⼒の創出に向けた体制・⼈材づくり、棚⽥地域の振興、多⾯的機能
に関する理解の促進等の様々な取組について紹介します。 

 
((11))  地地域域をを⽀⽀ええるる体体制制とと⼈⼈材材づづくくりり  
アア  地地域域づづくくりりにに向向けけたた体体制制整整備備のの進進展展  
((地地域域運運営営組組織織にによよるる地地域域づづくくりりのの取取組組がが進進展展))  

地域課題の解決に取り組む地域運営組織(RMO)1は、公共施設の維持管理といった⾏政
の代⾏事業や地域イベントの運営といった多様な活動を⾏っており、近年、その形成数は
増加しています(図図表表 33--66--11)。 

農林⽔産省は、農林漁業の振興と併せて買
物・⼦育て等の地域のコミュニティの維持に
資するサービスの提供や、地域内外の若者等
の呼び込みを⾏う事業体の形成等を⽀援して
います。 

また、リーダーの世代交代等に関係なく地
域を持続的に⽀えることができる体制を構築
し、地域を維持していくため、中⼭間地域等
直接⽀払制度における地域の集落戦略作成を
推進すること等を通じて、地域運営組織の形
成と地域づくりの取組を推進しています。 

さらに、令和 2(2020)年 5 ⽉から「新しい
農村政策の在り⽅に関する検討会」において、
集落機能の維持・強化に資する地域運営組織
への⽀援等について議論を⾏っており、令和
３(2021)年 6 ⽉までに取りまとめることとし
ています。 

 
 

 

 
1 地域の暮らしを守るため、地域で暮らす⼈々が中⼼となって形成され、地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域

経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織のこと(総務省「暮らしを⽀える地域運営組織に関す
る調査研究事業報告書」) 

図表 3-6-1 地域運営組織の形成数 

資料：内閣官房まち・ひと・しごと創⽣本部事務局「⼩さな拠点・
地域運営組織に関する取組状況について」、総務省「令和元
年度地域運営組織の活動状況におけるアンケート調査結
果」、総務省「令和 2 年度地域運営組織の形成及び持続的な
運営に関する調査研究事業報告書」を基に農林⽔産省作成 
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((地地域域づづくくりり⼈⼈材材のの育育成成ののたためめのの仕仕組組みみづづくくりりをを促促進進))  
地域への「⽬配り」をする地⽅⾃治体職員の減少や体制の脆弱化等に対応するため、農

林⽔産省では令和 2(2020）年度において、各地域の実情に応じた地域づくりを⾏うコーデ
ィネーターを育成する研修のカリキュラムを作成したところであり、令和３(2021)年度か
ら主に地⽅公共団体の職員を対象とした⼈材研修を開始することとしています。 

 
((⼈⼈⼝⼝急急減減地地域域特特定定地地域域づづくくりり推推進進法法がが施施⾏⾏))  

⼈⼝急減地域特定地域づくり推進法1が令和２(2020)年６⽉に施⾏されました。これによ
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、地域内
外の若者等を雇⽤する事業協同組合を設⽴し、都道府県知事の認定を受けた場合に、労働
者派遣法2の特例や組合の運営等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、令和 2(2020)年度は全国で 5 市町村が特定地域づくり事業推進交付⾦の交付対象とな
りました。地域内で複数の仕事を組み合わせ、年間を通じた雇⽤を創出することにより、
安定的な雇⽤環境や⼀定の所得⽔準の確保が可能となり、地域内外の若者等の定住の増加
や地域経済の活性化につながっていくことが期待されています。 

 
イイ  関関係係⼈⼈⼝⼝のの創創出出・・拡拡⼤⼤やや関関係係のの深深化化をを通通じじたた地地域域のの⽀⽀ええととななるる⼈⼈材材のの裾裾野野のの拡拡⼤⼤  
((関関係係⼈⼈⼝⼝のの増増加加にに向向けけたた取取組組をを実実施施))  

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、これからの地域づく
りの担い⼿として「関係⼈⼝」が注⽬されています(図図表表 33--66--22)。 

農林⽔産省は、⻑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

 
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」 
2 正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」 

 
⾼知県三原村

み は ら む ら
は、⼈⼝減少や⾼齢化により、地域活動の担い⼿不⾜、

買い物や移動⼿段といった⽣活⾯での不安等の様々な課題に直⾯し
ています。このため、平成 28(2016)年度に、住⺠が主体となって、
地域運営組織、⼀般社団法⼈三原村集落活動

みはらむらしゅうらくかつどう
センターやまびこ(以下

「やまびこ」という。)を設⽴し、村内の 14 地区それぞれの課題やニ
ーズに応じ、⽣活、福祉、産業といった活動に取り組んでいます。 

やまびこには活動内容に応じて六つの部署が設置されています。例
えば、⽣産部では、ししとうやブランド⽶「⽔源のしずく」の栽培を
⾏っており、店舗部が運営するレストランで提供されているほか、特
産品販売促進部によって加⼯・販売されています。 

やまびこの職員は「以前は村⺠が⼀体となって話し合う機会が少な
く、村の将来に悲観的な声もあったが、やまびこを設⽴したことで村
内 14 地区の多様な住⺠が集まる場が⽣まれ、質的にも量的にも地域
づくりの取組を向上させることができた。住⺠の意識も前向きになっ
た。」と話しています。今後は、広報誌等による住⺠への情報発信を
続け、更に村⺠が⼀体となって活動を継続していく予定です。 

地地域域運運営営組組織織にによよるる共共同同作作業業  
資料：⼀般社団法⼈三原村集落活動セ 

ンターやまびこ 

 

((事事例例))  地地域域運運営営組組織織にによよっってて地地域域のの課課題題ややニニーーズズにに総総合合的的にに対対応応((⾼⾼知知県県))  
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継続的に多様な形で関わる「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、平成 29(2017)年度以降、農泊に取り組む地
域に対して、古⺠家等を活⽤した滞在施設の整備や体験・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、平成 20(2008)年度から、⼦供の農⼭漁村体験の充実
のため、体験プログラムの開発や宿泊施設の整備等を⽀援しているほか、平成 27(2015)
年度からは、都市住⺠の農業への理解を醸成するため、体験農園の取組を⽀援しています。 

 
 

 
 

 
 

和歌⼭県では、平成 30(2018)年度より、移住前の⽣活のイメージ
と移住後の⽣活のミスマッチを防ぐため、地域での「しごと」を体
験しながら、ゲストハウスや農家⺠宿等に滞在し、「くらし」を体験
することができる「わかやましごと・くらし体験」事業を実施し、
関係⼈⼝の創出・拡⼤に取り組んでいます。 

平成 30(2018)年度から令和 2(2020)年度までの間に、県内の 130
を超える事業者から受⼊れの登録があり、参加者は最⼤ 2 泊 3 ⽇の
「起業・就農コース」や最⼤ 5 泊 6 ⽇の「就労コース」を通じて、
製炭業から IT 事業まで様々な業種を体験することができます。 

これまでの参加者のうち、実際に移住したのは 7 ⼈で、その家族
も含めると移住者は計 15 ⼈となります。移住者の中には地域の伝統
産業である紀州備⻑炭の担い⼿となる者や、地域の様々な取組を紹
介するライターとして活動する者等もおり、移住先で多様な活躍を
⾒せています。 

「わかやましごと・くらし体験」事業への参加者は、令和元(2019)
年度の 25 ⼈から、令和 2(2020)年度には 55 ⼈に増加しており、和
歌⼭県は今後更なる関係⼈⼝の創出を⽬指しています。 

((事事例例))  体体験験をを通通じじたた関関係係⼈⼈⼝⼝かからら実実際際のの移移住住へへ((和和歌歌⼭⼭県県)) 

「「わわかかややままししごごとと・・くくららしし体体験験」」
事事業業ののイイメメーージジ  

資料：和歌⼭県 

図表 3-6-2 関係⼈⼝の概念図 

資料：総務省「関係⼈⼝ポータルサイト」を基に農林⽔産省作成 
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((三三⼤⼤都都市市圏圏ににおおけけるる関関係係⼈⼈⼝⼝はは１１千千万万⼈⼈弱弱))  
国⼟交通省の調査によると、令和 2(2020)年

9 ⽉時点で、三⼤都市圏都市部の 18 歳以上の居
住者 4,678 万⼈のうち、18.4％にあたる 861 万
⼈が関係⼈⼝(訪問系）として、⽇常⽣活圏や通
勤圏等ではない特定の地域を訪問している1と
推計されています(図図表表 33--66--33)。また、実際に
訪問はしないものの、ふるさと納税やクラウド
ファンディング、地場産品等の購⼊、オンライ
ンの活⽤等による地域との関わりのある関係⼈
⼝(⾮訪問系）は 123 万⼈いると推計されてお
り、地域との関わり⽅が多様になっていること
がうかがわれます。 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
1 帰省等の地縁・⾎縁的な訪問は除く。 

 
⻑野県飯⽥市

い い だ し
が導⼊しているふるさと納税には、平成 20(2008)

年に開始した「ふるさと飯⽥応援隊」と平成 29(2017)年に開始した
「飯⽥市 20 地区応援隊」の 2 種類の仕組みがあります。「ふるさと
飯⽥応援隊」は納税者が飯⽥市を対象に寄附を⾏い、返礼品として
飯⽥市の特産品が届けられるものです。⼀⽅、「飯⽥市 20 地区応援
隊」は、飯⽥市を構成する 20 地区のうち、応援したい地区を納税
者が選択して寄附を⾏い、その返礼としてお礼の⼿紙のほか、地区
の折々の⾏事等の案内状や写真を受け取るもので、納税者と地区と
の関係づくりを⽬指したものです。 

20 地区の⼀つ、飯⽥市川路
か わ じ

地区では、川路
か わ じ

まちづくり委員会が
20 地区応援隊による寄附⾦を基に、納税者にお礼の⼿紙のほか、運
動会、マルシェ、祭りの開催の案内状や開催時の様⼦の写真、カレ
ンダー等を発送しています。川路地区には平成 30(2018)年度に 3
件・55 万円、令和元(2019)年度には 15 件・24 万円の寄附が集まり
ました。川路まちづくり委員会では、今後も春、秋の年 2 回、⾏事
の案内等の情報発信、ふるさと納税への呼びかけを続けることとし
ています。 

川路地区を含む「飯⽥市 20 地区応援隊」への寄附は、平成
29(2017)年度の 9 件・29 万円から、令和元(2019)年度には 51 件・
215 万円と増加しており、飯⽥市は令和 3(2021)年度以降も制度を
継続する予定です。 

((事事例例))  ふふるるささとと納納税税のの返返礼礼にに⼿⼿紙紙、、写写真真でで情情報報をを発発信信（（⻑⻑野野県県））  

地地区区外外にに住住むむ地地元元出出⾝⾝者者へへのの
情情報報発発信信  

資料：川路まちづくり委員会 

886611万万⼈⼈((1188..44%%))

112233万万⼈⼈((22..66%%))

263万⼈(5.6%)

24万⼈(0.5%)

3,409万⼈
(72.9%)

関関係係⼈⼈⼝⼝((⾮⾮訪訪問問系系))

関関係係⼈⼈⼝⼝((訪訪問問系系))

地縁・⾎縁先の訪問を
主な⽬的として地域を
訪れている⼈

特定の⽣活⾏動や
⽤務を⾏っている⼈

特定の地域と
関わりのない⼈

図表 3-6-3 三⼤都市圏における関係⼈⼝の
割合 

資料：国⼟交通省「地域との関わりについてのアンケート」を基に
農林⽔産省作成 

注：1) 令和2(2020)年9⽉に、三⼤都市圏に居住する7.5万⼈に対
して⾏ったインターネットによるアンケート調査(18歳
以上の男⼥、74,579⼈が有効回答) 

2) 調査対象地域の18歳以上の⼈⼝(4,678万⼈)に基づき、男
⼥⽐率及び年齢構成(4年齢区分)を踏まえて⺟集団拡⼤
推計を実施 

3) 関係⼈⼝(訪問系)は直接寄与型、就労型、参加・交流型、
趣味・消費型の4類型の合計 
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((⼦⼦供供のの農農⼭⼭漁漁村村体体験験をを推推進進))  
農林⽔産省を含む関係省庁は、平成 20(2008)年度より、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。 

⼦供の教育にとって、農⼭漁村での⽣活体験は、⽣命と⾃然を尊重する精神の育成や環
境保全に対する意識の形成、農林漁業の意義の理解等の効果があるとされています。また、
⼦供を受け⼊れる地域にとっても、地域内外の関係者同⼠の新たなつながりや住⺠の活⼒
の創造等の効果が期待されます。 

 

 
 

((地地元元企企業業のの認認知知度度がが⾼⾼いいほほどど出出⾝⾝市市町町村村へへのの愛愛着着がが⾼⾼くく、、UU タターーンンをを希希望望))  
独⽴⾏政法⼈労働

ろうどう
政策
せいさく

研 究
けんきゅう

・研 修
けんしゅう

機構
き こ う

の調査1によると、出⾝市町村への愛着を持って
いる割合2は、⾼等学校卒業までに地元企業を全く知らなかったとした回答者では 51.1%で
あるのに対し、地元企業をよく知っていたとした回答者では 87.1％と⾼くなっています(図図
表表 33--66--44)。また、出⾝市町村への U ターン希望の割合3についても、⾼等学校卒業までに
地元企業を全く知らなかったとした回答者では 32.5%であるのに対し、地元企業をよく知
っていたとした回答者では 63.8％と⾼くなっています。このように、⾼校時代までの地元
企業への認知度が、出⾝地への愛着につながり、U ターン希望を喚起する可能性がうかが
えます。 

 
1 独⽴⾏政法⼈労働政策研究・研修機構「地⽅における雇⽤創出―⼈材環流の可能性を探る―」（平成29(2017)年3 ⽉公表） 
2 「強い愛着あり」「少し愛着あり」と回答した割合の合計 
3 「戻りたい」「やや戻りたい」と回答した割合の合計 

((ココララムム))  ⼩⼩学学⽣⽣向向けけにに農農業業ににつついいてて紹紹介介ししたた教教材材をを配配布布 
 
ＪＡバンクでは、平成 20(2008)年度より、⼩学校⾼学年向け

に⽶や野菜等の⽣育過程や我が国の農業の概要等を紹介した教
材本「農業とわたしたちのくらし」を作成し、全国 2 万校に 130
万部を配布しています。 

⼩学校における総合的な学習の時間等の補助教材として利⽤
されており、児童の農業や⾃然環境等に対する理解を醸成し、農
業に関⼼を持つ次世代の育成に寄与しています。 

実際に、児童からも、「これからの農業は後継ぎ不⾜でどうな
るかわからないけど、今⾃分たちがご飯を⾷べられるありがたさ
を習い、そのことを活かすことができたらいいなあと思いまし
た。」といった声が聞かれています。 

教教材材本本「「農農業業ととわわたたししたたちちののくくららしし」」
資料：ＪＡバンク 

267

第
3
章



 

 
 

ウウ  多多様様なな⼈⼈材材のの活活躍躍にによよるる地地域域課課題題のの解解決決  
((地地域域おおここしし協協⼒⼒隊隊員員がが全全国国でで活活躍躍))  

平成 21(2009)年度に総務省が開始した「地域おこし協⼒隊」の取組により、都市部から
住⺠票を移した地域おこし協⼒隊員(以下「隊員」という。)の定住・定着を図る取組が進
められています。 

隊員は、地⽅公共団体から委嘱され、地場
産品の開発・販売や農林⽔産業の⽀援等の「地
域協⼒活動」に従事することで、地域に定住
するための準備等を⾏うことができます。隊
員の地域協⼒活動を通して、受⼊地域や地⽅
公共団体は、斬新な発想や新たな技術を持っ
た⼈材を活⽤することができるようになりま
す。令和 2(2020)年度末時点で、全国 1,065
の地⽅公共団体で 5,556 ⼈の隊員が受け⼊れ
られています。 

令和元(2019)年度末までに任期を終了し
た隊員の数は延べ 6,525 ⼈となっており、こ
のうち 20 代が 30.7％、30 代が 39.8％を占め
ています(図図表表 33--66--55)。また、任期を終了し
た隊員の半分に当たる 3,310 ⼈は受⼊地域と
同⼀市町村内に定住し、古⺠家カフェの起業
や地域づくり・まちづくり⽀援業への就業、
農業法⼈への就職等を通じて引き続き地域で
活躍しています(図図表表 33--66--66)。 

図表 3-6-4 ⾼等学校卒業までの地元企業認知度と出⾝地への愛着・U ターン希望 

資料：独⽴⾏政法⼈労働政策研究・研修機構「地⽅における雇⽤創出 ―⼈材還流の可能性を探る―」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 平成 28(2016)年 1 ⽉実施のインターネットを⽤いたアンケート調査 

2) 対象は三⼤都市圏以外の地⽅圏の出⾝で、出⾝道県以外に居住し、就業している 25〜39 歳の男⼥ 2,027 ⼈ 

（出⾝市町村への愛着） （出⾝市町村への U ターン希望） 

21.6

28.9

37.5

60.6

29.5

43.9

48.6

26.5

17.9

21.4

10.3

7.7

31.0

5.8

3.7

5.2

全く知らなかった

あまり知らなかった

少し知っていた

よく知っていた

0 20 40 60 80 100

強い愛着あり

少し愛着あり

あまり愛着なし

全く愛着なし

%

8877..11

5511..11

8866..11

7722..88

12.0

12.4

16.0

27.7

20.5

31.3

36.3

36.1

23.9

36.5

32.8

20.0

43.6

19.9

15.0

16.1

全く知らなかった

あまり知らなかった

少し知っていた

よく知っていた

0 20 40 60 80 100

戻りたい

やや戻りたい

あまり戻りたくない

戻りたくない

%

6633..88

3322..55

5522..33

4433..77

⾼等学校卒業までに地元企業を
よく知っていた

⾼等学校卒業までに地元企業を
よく知っていた

図表 3-6-5 任期を終了した地域おこし協⼒
隊員の年齢 

資料：総務省「令和 2 年度地域おこし協⼒隊の定住状況等に係る調
査結果」を基に農林⽔産省作成 

注：令和元(2019)年度末までに任期終了した地域おこし協⼒隊員
6,525 ⼈に⾏ったアンケート調査 

6⼈
(0.1%)

2,001⼈
(30.7%)

2,598⼈
(39.8%)

1,363⼈
(20.9%)

428⼈
(6.6%)129⼈

(2.0%)

20代

30代

50代
60代以上 10代

40代

(計6,525⼈)
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((22))  農農村村のの魅魅⼒⼒のの発発信信  
  ((棚棚⽥⽥地地域域振振興興法法にに基基づづくく棚棚⽥⽥地地域域のの振振興興をを推推進進))    

棚⽥は、農産物の供給にとどまらず、国⼟の保全、⽔源の涵養
かんよう

、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、地形的条件の厳しさ
のため、その保全には多⼤なコストが必要であり、地域の⾼齢化等が進展する中、荒廃の
危機に直⾯している棚⽥も⾒られます。 

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、地域住⺠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。 

令和２(2020)年度には、同法に基づき累計 629 地域を指定棚⽥地域に指定するとともに、
指定棚⽥地域において地域協議会が作成した累計 102 計画の指定棚⽥地域振興活動計画を
認定しました。認定された活動計画に基づき地域協議会が⾏う棚⽥の保全と地域振興の取
組を、関係府省庁で連携して⽀援しています。 

 
((棚棚⽥⽥カカーードドのの作作成成等等をを通通じじたた棚棚⽥⽥のの魅魅⼒⼒をを発発信信))  

農林⽔産省では、棚⽥地域を盛り上げ、棚⽥保全の取組の⼀助となるよう、都道府県に
呼びかけ、平成 30(2018)年度に棚⽥カードプロジェクトチームを⽴ち上げました。本チー
ムでは、「棚⽥に恋」をキャッチコピーに、棚⽥に関⼼を持ってもらい棚⽥を訪れるきっか
けになるよう棚⽥カードを作成しており、令和 2(2020)年 7 ⽉には第 2 弾となる棚⽥カー
ドの配布を開始するなど、108 地区の棚⽥が参加する取組となっています。また、令和
2(2020)年度には、「棚⽥コン」と表して佐賀県⽞ 海 町

げんかいちょう
の浜野浦

は ま の う ら
の棚⽥を舞台としたオン

ライン婚活イベントを開催したほか、「棚⽥で輝くおばあちゃん」を「棚⽥ばあ」としてス
ポットライトを当てた作⽂・フォトコンテストを開催しました。 

 

図表 3-6-6 任期終了後に同⼀市町村内に定住した地域おこし協⼒隊員の進路 

資料：総務省「令和 2 年度地域おこし協⼒隊の定住状況等に係る調査結果」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 令和元(2019)年度末までに任期終了した地域おこし協⼒隊員 6,525 ⼈に⾏ったアンケート調査 

2) 活動地と同⼀市町村内に定住した隊員 3,310 ⼈の結果 
3)「就業」のうち農林漁業関係は「就農・就林等」に含めた。また、事業承継は「その他」に含めた。 

⼈数（⼈） 例

起業
1,274

（38.5％）
飲⾷サービス業(古⺠家カフェ等) 207⼈
宿泊業(ゲストハウス等) 143⼈ 等

就業(農林
漁業除く)

1,247
（37.7％）

⾏政関係(⾃治体職員等) 349⼈
地域づくり・まちづくり⽀援業 102⼈ 等

就農・就林
等

530
（16.0％） 農業法⼈、森林組合等 117⼈ 等

その他
192

（5.8％）

不明
67

（2.0％）

1,274⼈
(38.5%)

1,247⼈
(37.7%)

530⼈
(16.0%)

192⼈
(5.8%)

67⼈
(2.0%)

就業
(農林漁業除く)

就農・就林等
その他 不明

(計3,310⼈)

起業
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((33))  多多⾯⾯的的機機能能にに関関すするる国国⺠⺠のの理理解解のの促促進進等等  
((⽇⽇本本農農業業遺遺産産、、世世界界かかんんががいい施施設設遺遺産産のの認認定定がが増増加加))  

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の
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)が認定する制度であり、
令和 2(2020）年度末時点で、我が国では 11 地域が認定されています。 

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あり、令和 2(2020)年度には新たに 7 地域が認定され、認定地域は 22
地域となりました(図図表表 33--66--77)。 

また、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 ICID(国際かんがい排⽔委員会)
が認定する制度で、令和 2(2020)年度には我
が国で新たに３施設が認定され、認定施設は
42 施設となりました。 

認定された農業遺産や世界かんがい施設遺
産を将来にわたって継承していくため、各認
定地域や認定施設では、認定を契機として、
観光客の誘致活動や教育活動、農産物のブラ
ンド化等が⾏われています。 

農林⽔産省では、農業遺産認定地域におけ
る取組の効果をより⼤きくするため、令和
2(2020)年度にプロモーション動画を作成し、
⾸都圏の電⾞内や全国４駅の構内において紹
介したほか、11 ⽉には⺠間事業者が開催する
オンラインイベントに出展を⾏うなど、制度
に対する国⺠の理解と認知度の向上に取り組
んでいます。 

 
 

（（多多⾯⾯的的機機能能のの普普及及・・啓啓発発とと調調査査研研究究のの推推進進））  
農業が有する国⼟保全・⽔源涵養・景観保全等の多⾯的機能について国⺠の理解を促進

するため、これらの機能を分かりやすく解説したパンフレットを作成し、令和 2(2020）年
度は、学校や地⽅⾃治体等に約２万 8 千部配布し普及・啓発に取り組んでいます。また、
平成 13(2001)年 11 ⽉の⽇本学術会議の答申によれば、多⾯的機能には機能回復リハビリ
テーションの機能もあることから、令和 3(2021)年 3 ⽉に農業者と⾮農業者の後期⾼齢者
の医療費について試⾏的な調査を実施したところ、農業者は⾮農業者に⽐べて医療費が 1
⼈当たり年間 8.6 万円少ないことが分かりました(図図表表 33--66--88)。 
 

図表 3-6-7 令和 2(2020)年度に新たに認定
された⽇本農業遺産、世界かん
がい施設遺産 

資料：農林⽔産省作成 

①富⼭県氷⾒地域

②兵庫県
丹波篠⼭地域

③兵庫県南あわじ地域

④和歌⼭県⾼野・
花園・清⽔地域

⑤和歌⼭県有⽥地域

⑥宮崎県⽇南市

⑦宮崎県⽥野・
清武地域

⑧天狗岩⽤⽔

⑨備前渠⽤⽔路

⑩常⻄合⼝⽤⽔

-- ⽇⽇本本農農業業遺遺産産
-- 世世界界かかんんががいい施施設設遺遺産産
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((「「デディィススカカババーー農農⼭⼭漁漁村村のの宝宝」」にに 2288 地地区区とと 44 ⼈⼈をを選選定定))  
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

き出すことで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

む ら
の宝」として選定し、農村への国⺠の理解の促進や優良事例の横展開等に取り組

んでいます。第 7 回⽬となる令和２(2020)年度は全国の 28 地区と 4 ⼈を選定しました(図図
表表 33--66--99)。選定を機に更なる地域の活性化や所得向上が期待されます。 

 

 

図表 3-6-9 ディスカバー農⼭漁村の宝第 7 回選定結果 

資料：農林⽔産省作成 

「コミュニティ部⾨」選定地域 「ビジネス部⾨」選定地域 「個⼈部⾨」選定者

北海道美幌⾼等学校
No.03 北海道 美幌町

網⾛ビール株式会社
No.02 北海道 網⾛市

株式会社ウッドスタイル
No.25 島根県 松江市

会津よつば農業協同組合
猪苗代稲作部会

No.08 福島県 猪苗代町

有限会社マルセンファーム
No.07 宮城県 ⼤崎市

⼗⽯堀維持管理協議会
No.09 茨城県 北茨城市

はやぶさ未来クラブ
No.10 ⼭梨県 ⼭梨市

伊⾖市⾷⾁加⼯センター
「イズシカ問屋」

No.11 静岡県 伊⾖市

⼩原ECOプロジェクト
No.16 福井県 勝⼭市

あがの衆
No.13 新潟県 阿賀野市

ニシオサプライズ株式会社
No.22 京都府 南丹市

岐⾩県⽴岐⾩農林⾼等学校
流通科学科

No.17 岐⾩県 北⽅町

桑名もち⼩⻨協議会
No.19 三重県 桑名市

⼤和平野⼟地改良区
No.21 奈良県 橿原市

株式会社秋川牧園と飼料
⽤⽶⽣産者グループ

No.26 ⼭⼝県⼭⼝市

GOTTSO 阿波
No.27 徳島県阿波市

株式会社いとしのいとしま
No.30 福岡県 ⽷島市

髙橋 幸照
No.20 三重県 多気町

郷⼟の家庭料理ひまわり亭
No.31 熊本県 ⼈吉市

しろう農園株式会社
No.32 沖縄県 宮古島市

笠間 令⼦
No.15 ⽯川県 内灘町

⼩柳 繁
No.12 新潟県 新発⽥市

⽯垣 ⼀⼦
No.06 秋⽥県 ⼤館市

No.01 北海道 中標津町
けねべつ地域⼦育て⽀援
ネットワーク

No.05 秋⽥県 三種町

榎前環境保全会
No.18 愛知県 安城市

福良漁業協同組合
No.23 兵庫県 南あわじ市

愛媛県⽴⼟居⾼等学校
情報科学部

No.29 愛媛県 四国中央市

⽊沢林業研究会
No.28 徳島県 那賀町

三種町森岳じゅんさいの
⾥活性化協議会

観光農園アグリの⾥おいらせ
No.04 ⻘森県 おいらせ町

北 海 道

東 北
関 東

北 陸

近 畿 東 海中 国

四 国

九州・沖縄

裳掛地区コミュニティ協議会
No.24 岡⼭県 瀬⼾内市

【 若者の活躍】

【 ⼥性の活躍 】
【環境保全】

【６次化 】

【 雇⽤・GAP 】

【 輸出・６次化 】

【 輸出・６次化 】

【 環境保全 】

【 ⼈材育成・農福連携・６次化】

【 ⿃獣害対策・ジビエ】

【 農泊・環境保全 】

【 環境保全・⾷育教育】

【６次化 】

【 若者の活躍・GAP 】

【 環境保全・⾼齢者の活躍】

【 新しい産地づくり 】

【 農福連携 】

【 農泊・環境保全】

【６次化 】

【 環境保全・輸出 】

【 新しい産地づくり・⿃獣害対策】

【６次化 】

【 若者の活躍 】

【 農産物のブランド化】

【 農泊・伝統継承】

【農泊】

【６次化】

【 地域づくり 】

【 環境保全】

【 農泊・農村⽂化体験 】

【 農福連携・６次化】

【環境保全・移住定住】

⼩菅沼・ヤギの杜
No.14 富⼭県 ⿂津市

03
02

08

07

09

10
11

21

13

17
181922

23
26 29

25

2830

31

27

32

20

15

12

06

01

05
04

16

24

14

74.3
65.7

0

20

40

60

80
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万円
ー8.6万円

図表 3-6-8 農業者と⾮農業者の後期⾼齢者
の 1 ⼈当たり年間医療費 

資料：農林⽔産省作成 
注：茨城県城⾥町における後期⾼齢者(75 歳以上）を対象とした

調査 
 

多多⾯⾯的的機機能能をを解解説説ししたたパパンンフフレレッットト  
資料：農林⽔産省 
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((44))  関関係係府府省省でで連連携携ししたた仕仕組組みみづづくくりり  
((農農⼭⼭漁漁村村地地域域づづくくりりホホッットトラライインンをを開開設設))  

農林⽔産省は、令和 2(2020)年 12 ⽉に、農⼭漁村の現場で地域づくりに取り組む団体や
市町村等を対象に相談を受け付け、取組を後押しするための窓⼝「農⼭漁村地域づくりホ
ットライン」を開設しました。 

「農⼭漁村地域づくりホットライン」は、⾷料・農業・農村基本計画に基づく「しごと」、
「くらし」、「活⼒」の三つの柱からなる農村振興を推進する仕組みの⼀つとして、地域の
実態や要望を直接把握し、関係府省とも連携して課題の解決に取り組んでいます。 
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災害からの復旧・復興や
防災・減災、国土強靭化等

第4章



 

  
第第 11 節節  東東⽇⽇本本⼤⼤震震災災かかららのの復復旧旧・・復復興興  

 
 
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 京
とうきょう

電 ⼒
でんりょく

福島
ふくしま

第⼀
だいいち

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。 

政府は同年 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組を⾏ってきました。
また、令和 2(2020)年 7 ⽉の復興推進会議において、令和 3(2021)年度から令和 7(2025)
年度までの 5 年間を新たな復興期間として、「第 2 期復興・創⽣期間」と位置付け、引き
続き被災地の復興に向けて取り組むこととしています。 

本節では、東⽇本⼤震災の地震・津波や原⼦⼒災害からの農業分野の復旧・復興の状況
について紹介します。 

 
((11))  東東⽇⽇本本⼤⼤震震災災のの発発⽣⽣  
((未未曾曾有有のの規規模模のの被被害害ををももたたららししたた東東⽇⽇本本⼤⼤震震災災))  

平成 23(2011)年３⽉ 11 ⽇午後 2 時 46 分に、三陸沖を震源として、国内観測史上最⼤
規模となるマグニチュード 9.0 の「平成 23 年(2011 年)東北地⽅太平洋沖地震」が発⽣し
ました。この地震により、宮城県北部で震度７、宮城県、福島県、茨城県、栃⽊県で震度
６強等、広い範囲で強い揺れが観測されました。また、太平洋沿岸を中⼼に⾼い津波が観
測され、特に東北地⽅の太平洋沿岸地域では⼤規模な津波被害が発⽣しました。その後も
規模の⼤きな余震が発⽣したほか、同年 3 ⽉ 12 ⽇には、⻑野県北部を震源とする最⼤震
度６強の地震が発⽣するなど、余震域の外側でも地震活動の⾼まりが⾒られました。さら
に、東電福島第⼀原発の事故により、広い地域に⽴⼊制限が課されました。 

東⽇本⼤震災による⼈的被害は、令和 3(2021)年 3 ⽉ 10 ⽇時点で死者 1 万 5,899 ⼈、⾏
⽅不明者 2,526 ⼈1に上り、⼤正 12(1923)年に発⽣した「関東⼤震災」の死者・⾏⽅不明
者 10.5 万⼈に次いで、多くの尊い⽣命が失われました。また、地震・津波による建物の全
壊・半壊は約 37 万⼾を超え、このうち全壊は約 13 万⼾に及びました。このため、地震発
⽣直後には、最⼤約 47 万⼈が公⺠館・学校等の避難所に避難し、以後、⻑期の避難⽣活
を余儀なくされました。 

また、東北地⽅では約 440 万世帯、関東地⽅では約 405 万世帯が停電するなど、電⼒、
⽔道、ガス等のインフラに多⼤な⽀障が⽣じました。さらに、⽯油製品については、太平
洋岸沿いの製油所が被災したことにより、ガソリンや灯油等の供給不⾜が発⽣しました。
交通網では、⾼速道路が多くの路線で通⾏⽌めとなり、鉄道でも、JR 東⽇本、私鉄等多く
の路線で運転が休⽌しました。 

 

 
1 警察庁緊急災害警備本部広報資料「平成23 年(2011 年)東北地⽅太平洋沖地震の警察活動と被害状況」（令和3(2021)年3 ⽉10 ⽇

公表） 
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((22))  政政府府のの復復興興⽅⽅針針  
((政政府府のの復復興興⽅⽅針針のの策策定定))  

政府は、平成 23(2011)年 7 ⽉に「東⽇本⼤震災からの復興の基本⽅針」を策定しました
（同年８⽉に改定）。同⽅針では、復興期間を 10 年間とし、当初の５年間(平成 23(2011)
年度〜平成 27(2015)年度）を「集中復興期間」と位置付けました。農業分野の復興施策に
ついては、被災地の農業の復興を図り、⽇本全国のモデルとなるよう取組を進め、東北を
新たな⾷料供給産地として再⽣することとしました。 

また、平成 28(2016)年３⽉には、「「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」を閣議決定しました。同⽅針では、後期 5 か年の「復興・創⽣期間」(平成
28(2016)年度〜令和 2(2020)年度)において重点的に取り組む事項として、農業分野の取組
については、被災地の農林⽔産業の再⽣に向けた、農地の⼤区画化・利⽤集積を推進する
こととしました。 

さらに、令和元(2019)年 12 ⽉には、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きたことを踏まえ、「「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」を閣議決定しました。同⽅針における、復興・創⽣期間
後(令和 3(2021)年度以降)の農業分野の取組として、農地・農業⽤施設等の整備や、農業
⽤機械・家畜の導⼊、⿃獣被害対策等これまで⾏ってきた被災農業者への⽀援を継続し、
営農の再開を促進することとしています。 

 
((33))  地地震震・・津津波波災災害害かかららのの復復旧旧・・復復興興  
((営営農農再再開開がが可可能能なな農農地地はは 9944％％にに))  

東⽇本⼤震災による農業関係の被害額
は、平成 24(2012)年 7 ⽉ 5 ⽇時点(農地・
農業⽤施設等は令和 3(2021)年 2 ⽉ 1 ⽇
時点)で 9,634 億円、農林⽔産関係の合計
では2 兆4,426 億円となっています(図図表表
44--11--11)。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
9,690ha 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
3(2021)年１⽉末時点では 94％で営農再
開が可能となりました(図図表表 44--11--22)。 

 
 

図表 4-1-1 農林⽔産関係の被害の状況 

資料：農林⽔産省作成 
 注：平成 24(2012)年 7 ⽉ 5 ⽇時点の数値(農地・農業⽤施設等は令和

3(2021)年 2 ⽉ 1 ⽇時点) 
 

被害額
（億円）

主な被害

9,634
農地・農業⽤施
設等

8,999
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

2,155
林地、治⼭施設、林道施設
等

12,637
漁船、漁港施設、共同利⽤
施設等

24,426

区分

農業関係

林野関係

⽔産関係

合計
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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。 
 
((地地震震・・津津波波かかららのの農農地地のの復復旧旧にに併併せせたた圃圃場場のの⼤⼤区区画画化化がが進進展展))  

岩⼿県、宮城県、福島県の 3 県では、地域の意向を踏まえ、地震・津波からの復旧に併
せた農地の⼤区画化(整備計画⾯積 8,230ha1)に取り組んでいます。令和 2(2020)年度末時
点では、8,160ha の⼤区画化が完了し、地域農業の復興基盤の整備が進展しています。 

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、宮城県と福島県の 10
市町 15 地区で進められており、令和 2(2020)年度末時点で 12 地区の整備が完了していま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

図表 4-1-2 農地・農業⽤施設等の復旧状況 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 令和 3(2021)年１⽉末時点の数値 

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１万 9,690ha に対するもの(岩⼿県 100％、宮城県 99％、
福島県 75％) 

3) 主要な排⽔機場は、復旧が必要な 96 か所に対するもの(復旧事業実施中も含む。) 
4) 農地海岸は、復旧が必要な 122 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。) 
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((先先端端的的農農業業技技術術のの現現地地実実証証研研究究、、情情報報発発信信等等をを実実施施))  
農林⽔産省は被災地域を新たな⾷料⽣産基地として再⽣するため、産学官連携の下、農

業・農村分野に関わる先端的で⼤規模な実証研究を⾏っています。 
平成 30(2018)年度から令和 2(2020)年度にかけては、岩⼿県、福島県において 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(図図表表
44--11--33)。各拠点では、それぞれオープンラボや展⽰圃場

ほじょう
を設置し、情報発信、技術指導等

を⾏い、得られた研究成果の普及に取り組んでいます。 
 

 
株式会社デ・リーフデ北上

きたかみ
は、従業員 45 ⼈(うち正社員 7 ⼈)でトマトとパ

プリカの周年栽培を⾏い、カット野菜等の加⼯業者やファストフード店、⼩売
店に販売しています。 

同社は、東⽇本⼤震災の津波により⼤きな被害を受けた宮城県⽯巻市
いしのまきし

の北上
川下流域でオランダ式の施設園芸を始めるため、地域の農家と中⼩企業からの
出資を受け、平成 26(2014)年に設⽴されました。 

（（事事例例））  震震災災かかららのの復復興興ののたためめ、、地地域域資資源源をを活活⽤⽤ししたた次次世世代代施施設設園園芸芸にに取取りり組組むむ
（（宮宮城城県県））  

次次世世代代施施設設園園芸芸宮宮城城県県拠拠点点  ハハウウスス内内でで栽栽培培さされれたたパパププリリカカ  
資料：株式会社デ・リーフデ北上 

平成 28(2016)年には、農林⽔産省の事業「次世代施設園芸導⼊加速化⽀援事業」を活⽤して、
最先端の環境制御設備を導⼊した約 2.4ha の⼤規模なガラス温室等「宮城県拠点」を整備しました。
温室の加温には LPG ボイラーのほかに⽊質バイオマスボイラーや、地中熱を利⽤したヒートポン
プ等を併⽤したハイブリッド運転を採⽤し、地域資源を有効活⽤することで化⽯燃料の使⽤量削減
にも取り組んでいます。 

⾼度な環境制御技術と地域エネルギーを活⽤した「次世代施設園芸」の全国モデルの⼀つとして、
被災地での雇⽤創出を実現するとともに、拠点の成果の普及等により、今後、東北地域の施設園芸
を牽引する存在としての活躍が期待されます。 
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令和 2(2020)年 12 ⽉には、こうした取組の全体を共有するため、福島県福島市

ふ く し ま し
で研究成

果発表会を開催し、被災地域の⽣産者・⽣産者団体、加⼯・流通関係者、普及・⾏政機関
等を対象に、実証研究に取り組んだ⽣産者等とともに現地実証の研究成果を発信しました。
今後は、現場指導や実証圃

ほ
における技術検証の実施により実⽤化された技術体系の迅速か

つ広範な社会実装を図っていくこととしています。 
 

((「「新新ししいい東東北北」」のの創創造造にに向向けけたた取取組組をを推推進進))  
復興庁では、復旧・復興に当たり、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)年度から開催している「新しい東北」復興ビジネスコンテストでは、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おり、令和 2(2020)
年度においては、農業関係では、有害捕獲したニホンジカをジビエとしてオンライン販売
をしている株式会社ソーシャル・ネイチャー・ワークス(岩⼿県⼤ 槌 町

おおつちちょう
)が優秀賞を受賞し

ました。このほか、農業関係では⼆つの取組が企業賞を受賞しました(図図表表 44--11--44）。 
 

 
1 ⽤語の解説3(2)を参照 

図表 4-1-3 現地実証研究の例 

資料：農林⽔産省作成 
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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対象に「新しい東北」復興・創⽣顕彰を実施しています。令和 2(2020)
年度においては、農業関係では、消費期限が短い「甲⼦

か っ し
柿
がき

」を 1 年中⾷べられるように加
⼯し、６次産業化1を軸とする地域活性化に取り組んだ釜⽯市

か ま い し し
甲⼦
か っ し

地区
ち く

活性化
か っ せ い か

協議会
きょうぎかい

と移住
希望の新規就農者2へ伴⾛型の就農⽀援を実施した⼀般社団法⼈イシノマキ・ファームが顕
彰されました(図図表表 44--11--55）。 

 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 ⽤語の解説2(6)を参照 

図表 4-1-4 「新しい東北」復興ビジネスコンテスト 2020 の受賞者(抜粋) 

資料：復興庁「「新しい東北」復興ビジネスコンテスト 2020 選定結果」を基に農林⽔産省作成 
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((44))  原原⼦⼦⼒⼒災災害害かかららのの復復旧旧・・復復興興  
アア  農農畜畜産産物物のの安安全全確確保保のの取取組組  
((安安全全性性確確保保ののたためめのの取取組組がが進進展展))  

⽣産現場では、市場に放射性物質の基準値を上回る農畜産物が流通することのないよう
に、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、平成 30(2018)年度以降
では、全ての農畜産物において基準値超過はありません。 

福島県では、⽶については、作付制限、放射性物質の吸収抑制等の対策とともに、これ
まで県全域で全量全袋検査を実施していましたが、放射性物質の吸収を抑制するカリウム
の追加施⽤等を徹底した結果、平成 27(2015)年以降、通算５年間基準値超過がないことか
ら、令和 2(2020)年産から旧避難指⽰区域等1⼀部の地域を除き、モニタリング(抽出)検査
に移⾏しています。 

さらに、第三者認証 GAP2の取得も進められており、福島県の発表によれば、令和 2(2020)
年 12 ⽉末時点で、GAP 認証の取得件数は、GLOBALG.A.P.3が 29 件、ASIAGAP4が 6 件、
JGAP5が 170 件及び FGAP6が 92 件となっています。 

 
イイ  原原⼦⼦⼒⼒被被災災 1122 市市町町村村のの復復興興  
((原原⼦⼦⼒⼒被被災災 1122 市市町町村村のの農農地地のの復復旧旧・・整整備備実実施施済済⾯⾯積積はは約約 11,,883300hhaa))  

原⼦⼒被災 12 市町村の農地については、営農休⽌⾯積 1 万 7,298ha から、帰還困難区
域(約 2,040ha)と農地転⽤等(約 1,440ha)を除いた約１万 4 千 ha のうち、令和元(2019)年

 
1 ⽥村市、南相⾺市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、⼤熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村及び川俣町(旧⼭⽊屋村) 
2 ⽤語の解説3(2)を参照 
3 ⽤語の解説3(2)を参照 
4 ⽤語の解説3(2)を参照 
5 ⽤語の解説3(2)を参照 
6 ⽤語の解説3(2)を参照 

図表 4-1-5 令和 2 年度「新しい東北」復興・創⽣顕彰の受賞者(抜粋) 

資料：復興庁「令和 2 年度「新しい東北」復興・創⽣顕彰受賞者⼀覧」を基に農林⽔産省作成 
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度末時点で約 1,090ha は農地の復旧が実施・検討、約 1,700ha は農地の復旧に併せた整備
が実施・検討、約 3,590ha は農地の整備が実施・検討されており、これらのうち、令和元
(2019)年度末時点で約 1,830ha の復旧⼜は整備が実施されました(図図表表 44--11--66)。 

⼀⽅で、復旧⼜は整備が検討されているものの、帰還率が低い地域では、実施に向けた
調整が必要となっています。 

また、残りの約 7,440ha については、条件の悪い農地で不在地主化が進んでいるととも
に、担い⼿の不⾜等が課題となっています。 

 

 
 

((営営農農再再開開済済のの回回答答がが増増加加))  
令和元(2019)年度末時点で、原⼦⼒被災 12 市町村1においては、平成 23(2011)年 12 ⽉

末時点で営農が休⽌されていた農地 1 万 7,298ha の 32.2％に当たる 5,568ha で営農が再開
されています(図図表表 44--11--77)。 

 
 

 
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 

図表 4-1-6 原⼦⼒被災 12 市町村の農地の復旧・整備の実施・検討状況 

資料：農林⽔産省作成 
 

農地復旧

を実施

・検討中

約1,090 ha

農地復旧に
あわせた

農地整備を
実施・検討中
約1,700 ha

農地整備を
実施・検討中
約3,590 ha

その他
約7,440 ha

農地転⽤等
約1,440 ha

帰還困難区域
約2,040 ha

営農休⽌⾯積 17,298ha(平成23(2011)年12⽉末時点)

※ 福島県による各市町村聴き取りを基に農林⽔産省が集計
※ 特定復興再⽣拠点で実施予定の圃場整備⾯積は「農地整備」の内数
※ 農地の復旧⼜は整備は約1,830haで実施(令和元(2019)年度末時点)

営農再開のための農地整備
(約5,290ha)

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。
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農林⽔産省は、福島
ふくしま

相
そう

双
そう

復興
ふっこう

官⺠合同チームの営農再開グループに参加し、平成
29(2017)年以降毎年、原⼦⼒被災 12 市町村の主に認定農業者1以外の農業者を対象とした
要望調査や⽀援策の説明を個別訪問により⾏っています。平成 29(2017)年〜令和 2(2020)
年までに実施した調査では、令和元(2019)年までの調査結果よりも 2.9 ポイント増加の
32.1％が「営農再開済」と回答しています(図図表表 44--11--88）。⼀⽅で、「再開未定⼜は再開意向
なし」と回答した農業者の割合は 55%であり、これらのうち「農地の出し⼿となる意向あ
り」と回答した農業者の割合は 72%となっています。地域外も含めた担い⼿の確保や、担
い⼿と農地のマッチングの取組を推進することが課題となっています。 

なお、農林⽔産省と福島県が平成 28(2016)年 7〜11 ⽉にかけて原⼦⼒被災 12 市町村の
 

1 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 4-1-7 避難指⽰区域の解除の状況及び原⼦⼒被災 12 市町村の営農再開状況 

資料：農林⽔産省「福島県営農再開⽀援事業 令和元年度事業実績報告書」 
注：営農休⽌⾯積は平成 23(2011)年 12 ⽉末時点、営農再開⾯積は令和元(2019)年度末時点の数値 

資料：原⼦⼒災害対策本部資料を基に農林⽔産省作成 
注：令和 3(2021)年 3 ⽉時点 

 

（原⼦⼒被災 12 市町村の営農再開状況） 

（避難指⽰区域の解除の状況） 

(単位：ha)

営農休⽌⾯積 営農再開⾯積 再開割合（％）

12市町村計 17,298 5,568 32.2
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認定農業者に個別訪問を⾏った際に実施した要望調査の結果では、61.7％が「営農再開済」、
23.4％が「営農再開を希望」と回答しています。 

 

 
 

((農農地地のの利利⽤⽤集集積積とと⼤⼤規規模模化化にに向向けけたた取取組組))  
このような課題を踏まえ、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

部を改正する法律が令和 2(2020)年 6 ⽉に成⽴しました。これにより、改正後の福島復興
再⽣特別措置法においては、営農再開の加速化に向けて、農地の利⽤集積や 6 次産業化1施
設の整備を促進するための特例が措置されました。この改正法は令和 3(2021)年 4 ⽉に施
⾏されます。こうした措置や関連予算により、担い⼿の意向に沿った農地の利⽤調整を円
滑に進めるための体制を構築するとともに、農地中間管理機構(農地バンク)を活⽤して担
い⼿への農地集積・集約化を図る取組等を⽀援していきます。 

 
((営営農農再再開開⽀⽀援援ののたためめ原原⼦⼦⼒⼒被被災災 1122 市市町町村村へへ職職員員をを派派遣遣))  

営農再開⽀援に際し、原⼦⼒被災 12 市町村の中で営農再開割合の⽐較的⾼い地域では、
「⼈・農地プラン」の作成や農業委員会の活動が進んでおり、⼤規模で労働⽣産性の⾼い

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 4-1-8 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：1) 個別訪問農家の回答状況は、福島相双復興官⺠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 2(2020)年

12 ⽉までに主に認定農業者以外の農業者 2,034 者を訪問(再訪問を含む。)した調査結果 
  2) 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(1,119 者)には、農地の活⽤意向の無回答の農業者(35 者)を含む。 

3) 認定農業者の回答状況は、農林⽔産省と福島県において、平成 28(2016)年 7〜11 ⽉にかけて認定農業者 522 者を訪問した調査結
果 

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の農地の活⽤意向 
課題（理由） 者数 割合

既に出し⼿となっている 94者 8%
出し⼿となる意向あり 809者 72%
出し⼿となる意向なし 98者 9%
すべて活⽤（予定を含む） 83者 7%

回答あり
73.7％（522者）

未回答
26.3％

（186者）

認定農業者の
回答状況

合計
708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）

回答者の
意向

合計
522者

回答あり
19.5％

（2,034者）

未回答
80.5％

（約８千者）

個別訪問農家の
回答状況

営農再開済
32.1％（653者）

営農再開を希望
12.9％

（262者）

再開未定⼜は再開意向なし
55.0％（1,119者）

回答者の
意向

合計
2,034者
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農業経営の展開を図ることができる⼀⽅で、営農再開割合の⽐較的低い地域では集中的な
対策を講じていく必要があります。 

このため、農林⽔産省は、令和 2(2020)年度から、常駐職員を原⼦⼒被災 12 市町村へ派
遣し、福島県、市町村、福島

ふくしま
相
そう

双
そう

復興
ふっこう

推進
すいしん

機構
き こ う

、農協と連携して、⼀筆ごとの⼟地利⽤調
整に取り組むなど、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⾏っていま
す。 

 

 
 

((⽣⽣産産とと加加⼯⼯等等がが⼀⼀体体ととななっったた⾼⾼付付加加価価値値⽣⽣産産をを展展開開すするる産産地地のの創創出出))  
原⼦⼒被災 12 市町村の営農再開率が３割にとどまっている中、営農再開の加速化に向

け、地域外からの参⼊も含め農業者の再開意欲を⾼めていくためには、⽣産すれば売れる
環境を形成し、将来に向けて被災地域の農業が産業として発展する姿を提⽰していくこと
が不可⽋です。 

このため、農林⽔産省は、福島県、農業者団体等関係機関との意⾒交換を⾏い、令和

農林⽔産省では、原⼦⼒被災地域での営農再開を加速するため、原⼦⼒被
災 12 市町村に対して職員を派遣し、市町村や農協等の関係機関と⼀体となっ
て⽀援しています。 

また、技術職員(農学、農業⼟⽊)等によるサポートチームを設置して派遣
職員のサポートにあたっています。12 市町村ではそれぞれ復興のステージが
異なることから、派遣職員は市町村ごとのステージに合わせて必要とされて
いる業務に取り組んでいます。 

避難指⽰解除が⽐較的早く、営農再開が進んでいる⽥村市
た む ら し

、広野町
ひ ろ の ま ち

、楢葉町
な ら は ま ち

、
川内村
かわうちむら

等では、圃
ほ

場
じょう

や施設等の整備を進めるための交付⾦関連業務を始め、
農地中間管理事業を活⽤した担い⼿への農地集積等に取り組んでいます。 

 

((事事例例))  被被災災市市町町村村派派遣遣職職員員がが農農業業者者のの営営農農再再開開ををササポポーートト((福福島島県県））  

営営農農再再開開検検討討会会ででのの意意⾒⾒交交換換のの様様⼦⼦  
((令令和和 22((22002200))年年 1100 ⽉⽉ 99 ⽇⽇))  

資料：農林⽔産省 

 
⼀⽅、未だ町内の⼤半のエリアが帰還困難区域である双葉町

ふ た ば ま ち
や⼤熊町

おおくままち
では、営農再開ビジョンの

策定や農業者の営農に対する意向確認等の業務に取り組んでいます。被災市町村からは、「震災以
降、農政に詳しい職員が少なくなっており、農政に係る各種情報提供や、農地の保全管理から基盤
整備事業につなげるための各地区の組合との調整、県と連携した基盤整備事業に取り組む際の助⾔
等、派遣職員に頼っているところが⼤きい。」などの声も聞かれています。 

しかしながら、依然として住⺠帰還が進んでいない市町村も多く、担い⼿不⾜等営農再開に向け
て多くの課題を抱えています。こうしたことから農林⽔産省では、意⾒交換の場を定期的に設ける
など、市町村や派遣職員が抱える課題の共有と解決に向けたサポートを実施しています。 

今後は、営農再開を加速させるため、圃場整備や ICT の活⽤等による⼤規模で労働⽣産性の⾼い
農業の展開、⽣産と加⼯等が⼀体となった⾼付加価値⽣産の広域的な展開に向け、関係者間の連携
を更に深めながら、取り組んでいくこととしています。 

 

*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 
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2(2020)年 7 ⽉には、⾷品加⼯メーカー等の実需者等を現地に呼び込み、市町村の範囲を
越えて農産物を供給する産地を広域的に形成する構想を取りまとめました。 

構想を踏まえ、現地に進出する意向を有する実需者等と農産物を供給する農業者団体等
関係機関との調整や、市町村との意⾒交換等、産地の形成に向けた取組を進めています。 

 

 
 

((福福島島イイノノベベーーシショョンン・・ココーースストト構構想想にに基基づづくく先先端端農農林林業業ロロボボッットト研研究究開開発発をを実実施施))  
福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想研究会が平成 26(2014)年 6 ⽉

に取りまとめた「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」
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しています。これを受け、農林⽔産省では、平成 28(2016)
年度から、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
を実施しており、令和 2(2020)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、ICT1活⽤による和⽜肥育管理技術の研究・開発の取組を
⽀援しました。 

 

 
1 ⽤語の解説3(2)を参照 

 
福島
ふくしま

舞台
ぶ た い

ファーム株式会社は、福島県浪江町
な み え ま ち

で⽶を⽣産する農業⽣産法⼈です。
同社は、令和 2(2020)年に東⽇本⼤震災の津波と原発事故で⼤きな被害を受け

た浪江町で 29ha の⽔⽥に福島県のオリジナル品種「天のつぶ」の作付けを開始
しました。 

収穫した⽶は、浪江町の道の駅で震災後初めて開催された販売会において「浪
江復興⽶」として販売しました。 

((事事例例))  福福島島県県浪浪江江町町でで震震災災後後初初めめてて⽶⽶のの販販売売会会をを実実施施((福福島島県県))  

収収穫穫作作業業のの様様⼦⼦  
資料：福島舞台ファーム株式会社 

販販売売会会のの様様⼦⼦  
資料：福島県浪江町 

この取組は、東京農業⼤学が福島イノベーション・コースト構想推進事業による担い⼿育成を
テーマに、農作業体験や現地講習の取組の⼀環として、福島舞台ファーム株式会社と連携して、
稲刈り、販売実習を⾏いました。 

福島舞台ファーム株式会社の代表取締役志⼦
し こ

⽥
だ

勇司
ゆ う じ

さんは、「今後も作付⾯積を拡⼤し、地域農
業の復興のために寄与していきたい。」と話しています。 

また、東京農業⼤学の⿊瀧
くろたき

秀
ひで

久
ひさ

教授は、「今後は、学⽣のインターンのためのプログラムを充実
したいと考えており、従来の 6 次産業化⽀援、スマート農業推進に加えて、新たにイノシシ対策
プロジェクトや復興⽶を使った復興酒(⽇本酒)づくりにも取り組んでいきたい。」と話していま
す。 
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((「「特特定定復復興興再再⽣⽣拠拠点点区区域域」」のの復復興興・・再再⽣⽣へへのの取取組組をを実実施施))  
福島復興再⽣特別措置法においては、5 年を⽬途に避難指⽰を解除し、住⺠の帰還を⽬

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の下、帰還困難区
域が存在する全 6 町村1が計画の認定を受けています。 

6 町村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、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
れています。福島県双葉町

ふ た ば ま ち
では、特定復興再⽣拠点区域内の除染した農地で、令和 2(2020)

年 6 ⽉から福島県営農再開⽀援事業による除草等の農地の保全管理が⾏われました。 
 

 
 

ウウ  ⾵⾵評評払払拭拭にに向向けけたた取取組組等等  
((「「⾵⾵評評払払拭拭・・リリススククココミミュュニニケケーーシショョンン強強化化戦戦略略」」にに基基づづくく取取組組ののフフォォロローーアアッッププをを実実

施施))  
消費者庁が令和 3(2021)年 2 ⽉に公表した消費者の意識調査2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 8.1％となり、調査開始以来最低の⽔準とな
ったものの、依然として⼀定割合の⼈が購⼊をためらうと回答しています(図図表表 44--11--99)。 

 
 

 
1 双葉町、⼤熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村 
2 消費者庁「⾵評被害に関する消費者意識の実態調査(第14 回)」（令和3(2021)年2 ⽉公表） 

((事事例例))  特特定定復復興興再再⽣⽣拠拠点点区区域域内内のの除除染染ししたた農農地地のの保保全全管管理理作作業業をを実実施施((福福島島県県))  

雑雑草草のの除除草草作作業業のの様様⼦⼦  
資料：福島県双葉町 

 
福島県双葉町

ふ た ば ま ち
の⽻⿃

は と り
・⻑塚

ながつか
地区は、帰還困難区域内の⼀部に設定さ

れた特定復興再⽣拠点区域の耕作再開モデルゾーンです。同地区では、
令和 2(2020)年４⽉に地元農家等で農地保全管理組合が設⽴され、除染
後の農地の保全管理が⾏われています。 

令和 3(2021)年度には、出荷制限を解除するための野菜の試験栽培と
東電福島第⼀原発の事故後初めてとなる⽔稲の試験栽培が⾏われる予
定です。 

双葉町農業振興課では、「農業者へのアンケート結果では、震災から
10 年が経ち、営農を再開する予定はないという回答が多い中、双葉町
でまた農業をやりたいという回答も少なからずある。こうした農業者
の思いをつないで、地域外の⼒も借りながら、まずは⽻⿃・⻑塚地区
の⽥園⾵景を再⽣していきたい。」と考えています。 
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このような⾵評を払拭するため、復興庁その他関係府省庁は、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」に基づく取組のフォロー
アップとして、「知ってもらう」、「⾷べてもらう」、「来てもらう」の三つを柱とする情報発
信を実施しています。 

また、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。 

令和 2(2020)年度調査では、福島県産農産物等の価格は回復傾向にあるものの、⼀部の
品⽬で震災前の⽔準まで回復していないこと、仲卸業者等の納⼊業者が納⼊先の福島県産
農産物等の取扱姿勢を実態よりも低く評価している認識の齟齬は、平成 30(2018)年度調査
と⽐べてやや改善傾向にあること等が明らかになりました。 

このほか、「⾷べて応援しよう！」のキャッチフレーズの下、⽣産者、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。 

 
((放放射射性性物物質質にによよるる輸輸⼊⼊規規制制措措置置のの緩緩和和・・撤撤廃廃))  

第 1 章第 4 節を参照 
 

((東東京京電電⼒⼒にによよるる農農林林⽔⽔産産関関係係者者へへのの損損害害賠賠償償⽀⽀払払))  
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 京
とうきょう

電 ⼒
でんりょく

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漁業者等への損害賠償⽀払累計額は、令和 3(2021)年 3

⽉末時点で 9,509 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き取りから把握できたもの 

図表 4-1-9 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 
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資料：消費者庁「⾵評被害に関する消費者意識の実態調査」を基に農林⽔産省作成 
注：各年 3 ⽉時点(令和 3(2021)年は 2 ⽉時点)の数値 
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第第 22 節節  ⼤⼤規規模模⾃⾃然然災災害害かかららのの復復旧旧  

 
 
近年、⽇本各地で地震や異常気象に伴う豪⾬等の⼤規模な⾃然災害が頻発しています。

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⽀援するとともに、被
災を機に災害への対応強化と⼀体的に、作物転換、規模拡⼤等、⽣産性の向上等を図る産
地の取組を⽀援しています。本節では、近年の⼤規模⾃然災害による被害の発⽣状況やこ
れらの災害からの復旧に向けた取組について紹介します。 

 
((11))  近近年年多多発発すするる⾃⾃然然災災害害とと農農林林⽔⽔産産業業へへのの被被害害  
((平平成成 3300((22001188))年年やや令令和和元元((22001199))年年のの農農林林⽔⽔産産関関係係のの⾃⾃然然災災害害にによよるる被被害害額額はは過過去去 1100 年年
でで最最⼤⼤級級))  

近年、異常気象による猛烈な⾬の発⽣回数(全国のアメダスによる観測値を 1,300 地点当
たりに換算した数値)は増加傾向となっています。1 時間降⽔量が 80mm 以上の「猛烈な
⾬」の年間発⽣回数を、10 年間ごとの平均回数で⾒ると増加傾向で推移しており、平成
23(2011)〜令和 2(2020)年は 26 回となっています(図図表表 44--22--11)。 

 

 
 
平成 30 年 7 ⽉豪⾬では⻄⽇本を中⼼に記録的な⼤⾬となりました。また、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たことから、我
が国の農林⽔産業は農作物や農地・農業⽤施設等に甚⼤な被害が発⽣しました。 

この結果、平成 30(2018)年や令和元(2019)年の農林⽔産関係の⾃然災害による被害額は、
東⽇本⼤震災のあった平成 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。
なお、令和 2(2020)年の被害額は、平成 30(2018)年や令和元(2019)年よりも減少しました
(図図表表 44--22--22)。 

 
 

図表 4-2-1 1 時間降⽔量 80mm 以上の年間発⽣回数 

資料：気象庁資料を基に農林⽔産省作成 
注：年間発⽣回数は、全国のアメダスによる観測値を 1,300 地点当たりに換算した数値 
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((22))  近近年年のの⼤⼤規規模模⾃⾃然然災災害害かかららのの復復旧旧状状況況  
((熊熊本本地地震震かかららのの創創造造的的復復興興がが進進展展))  

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、同年 12 ⽉に策定した「熊本復旧・復興 4 カ年戦略」に基
づき復旧・復興の歩みを進めてきました。 

農林⽔産分野では、農地及び営農施設の復旧等を着実に進めた結果、⽬標に掲げた「被
災農家の営農再開 100％」を達成しています。 

⼤規模な地表⾯の⻲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、熊本県熊本市

く ま も と し
と熊本県益城町

ま し き ま ち
にまたがる

秋津
あ き つ

地区で 172ha、熊本県阿蘇市
あ そ し

の阿蘇
あ そ

⾕
だに

地区で 63ha、熊本県南阿蘇村
みなみあそむら

の⼄ヶ瀬
お と が せ

地区で
26ha の農地において⼤区画化を進め、⼯事が完了した農地から順次、営農が再開されてい
ます(図図表表 44--22--33)。 

令和元(2019)年度に着⼿した熊本県⻄原村
にしはらむら

の⼤切畑
おおきりはた

ため池(通称、⼤切畑ダム)の復旧⼯
事については、令和 2(2020)年 12 ⽉に河川の流れを切り替える転流⼯を⾏い、令和 3(2021)
年 3 ⽉には仮排⽔トンネルを竣⼯しました。なお、⼤切畑ダムの復旧は令和 5(2023)年度
までの 5 年間で⼯事完了を⽬指しています。 

 
 

図表 4-2-2 過去 10 年の農林⽔産関係の⾃然災害による被害額 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和 2(2020)年の被害額は令和 3(2021)年 4 ⽉ 12 ⽇時点 
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((北北海海道道胆胆振振東東部部地地震震かかららのの復復興興))  
平成 30(2018)年 9 ⽉に発⽣した北海道胆振

い ぶ り
東部
と う ぶ

地震では、北海道全域に⼤きな被害が⽣
じました。 

北海道では、同年 12 ⽉に策定した「北海道胆振東部地震災害からの復旧・復興に向け
た取組のロードマップ」や平成 31(2019)年 3 ⽉に策定した「平成 30 年北海道胆振東部地
震災害からの復旧・復興⽅針」に基づき復旧・復興に向けた取組を進めてきました。 

被災した農地については、災害復旧事業の対象⾯積 137.6ha のうち、令和 3(2021)年 3
⽉末までにおおむね 100％に当たる 137.3ha が復旧しました。 

被災により通⽔不能となった国営パイプラインの受益地約 2,800ha では、直轄災害復旧
事業で代替⽔路を整備し、平成 31(2019)年 4 ⽉から営農が可能となりました。被災したパ
イプラインは令和 4(2022)年度の⼯事完了を⽬指し、復旧を進めています。 

特に被害が⼤きかった北海道厚真町
あつまちょう

では、⼭腹崩壊により作付けが不能であった農地に
おいて、早期に作付けが可能となるよう、暫定的に堆積⼟砂を農地内の⼀部に集積したほ
か、倒⽊、⼟砂の撤去、畦畔築

けいはんちく
⽴
りつ

により復旧を図り、平成 31(2019)年 4 ⽉には⼀部の農地
で営農を再開しました。 

農地の復旧後は、⽣産⼒の回復に向け、町、農協、⼟地改良区と連携を図りながら、⼟
壌診断、⽣育・収量調査、営農の指導・助⾔等のフォローアップを実施しています。 

 
((令令和和元元年年東東⽇⽇本本台台⾵⾵等等かかららのの復復興興))  

令和元年東⽇本台⾵等で被災した農地・農業⽤施設の復旧について、農林⽔産省は、被
災⾃治体に⼈的・技術的⽀援を⾏いながら、令和 2(2020)年 1 ⽉末までに災害査定を完了
しました。順次復旧⼯事が進み、令和 3(2021)年 2 ⽉末時点で、災害復旧事業の対象とな
る 9,061 件のうち、4,931 件で復旧が完了しました。 

果樹の浸⽔被害については、⻑野県や福島県で⼟砂の撤去、樹体洗浄、ゴミの撤去、病
害の発⽣・蔓延防⽌に向けた取組が実施されました。 

 
((令令和和元元((22001199))年年のの台台⾵⾵等等かかららのの復復旧旧ののたためめススママーートト農農業業実実証証をを⽀⽀援援))  

令和 2(2020)年度のスマート農業実証プロジェクトでは、被災地の速やかな復興・再⽣
とともに新たな技術の導⼊に向け、令和元(2019)年に発⽣した台⾵等による被害を受けた

図表 4-2-3 秋津・阿蘇⾕・⼄ヶ瀬の復旧状況 

資料：熊本県農林⽔産部調べ 

地区名 取組概要 進捗状況

秋津
あきつ

(熊本市
くまもとし

・益城
ましき

町
まち

)

沈下等被災した農地の復旧と併せ
た⼤区画化(受益⾯積：172ha)

・⼯事が完了した農地から順次営農(畑作)を再開。令和2(2020)年5⽉に⼯事
が完了
・⽤⽔路⼯事が完了した農地では⽔稲作付を再開

阿蘇
あ そ

⾕
だに

(阿蘇市
あ そ し

)

地割れ等被災した農地の復旧と併
せた⼤区画化(受益⾯積：63ha)

平成30(2018)年6⽉に、⼯事が完了し、営農再開済み
（阿蘇⼤橋周辺復旧に伴う搬出⼟砂5万m³を受⼊れ）

⼄
おとが

ヶ瀬
せ

(南
みなみ

阿蘇
あそむら

村)

被災農地を含めた農地の⼤区画化

(圃場
ほじょう

整備)(受益⾯積：26ha)

・⼯事が完了した農地から順次営農(畑作)を再開。令和2(2020)年4⽉に⼯事
が完了。
・令和2(2020)年度から、5年ぶりに⽔稲作付けを再開
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地域での実証について、優先的に採択しました。宮城県、福島県、茨城県、千葉県等の被
災地において、⽔⽥作や花き、養豚等の⽣産から出荷に関する各種先端技術の導⼊の実証
を⾏っています(図図表表 44--22--44)。 

 

 
 

 
⾃⾃動動操操舵舵付付きき⽔⽔⽥⽥除除草草機機  

資料：農事組合法⼈いかずち 
薄薄膜膜⽔⽔耕耕  

資料：株式会社いわき花匠 

図表 4-2-4 令和元年台⾵等の被災地におけるスマート農業実証プロジェクトの実施概要 

資料：農林⽔産省作成 

県・市町村名 品⽬名 実証経営体名 実証の概要

宮城県加美町
かみまち ⽔⽥作

(⽔稲種⼦)
農事組合法⼈いかずち

 直進アシスト⽥植機、⾃動操舵付き⽔⽥除草機、⾷味・
収量センサー付きコンバインのデータの活⽤により、精密
で省⼒的な⽔稲の種⼦⽣産技術を実証し、⽣産効率の向
上、省⼒化を図る。

福島県いわき市
し 花き

(トルコギキョウ)
株式会社いわき花匠

 閉鎖型育苗や、薄膜⽔耕、統合環境制御・計画出荷シス
テム等を活⽤し、トルコギキョウの計画出荷や、労働時間
削減を図る。

茨城県坂東市
ばんどうし ⽔⽥作

(⽔稲)
有限会社アグリ⼭﨑

 センサー付き可変施肥装置やロボットトラクタ等を活⽤
し、輸出⽤⾼品質⽶⽣産での環境保全型スマート農業の実
現とともに⽣産コストの削減を図る。

茨城県常陸⼤宮市
ひたちおおみやし 施設園芸

(いちご)
つづく農園

 ユビキタス環境制御(UECS)、AI養液⼟耕を活⽤し、中⼭
間地における直売型いちご経営において、⽣産から販売ま
で⼀貫したスマート農業(スマートフードチェーン)を展開
し、収量・収益の向上を図る。

千葉県東⾦市
とうがねし 畑作

(落花⽣)
有限会社⼟屋ライスファームほか

 ドローン・センサー等 のIoT 技術、AIを活⽤した収穫適
期判断等先進 ICT 技術、⾃動運転トラクターの活⽤と、天
候に左右されない屋内乾燥技術を融合させ、落花⽣⽣産の
労働⼯数の削減と品質の確保を図る。

千葉県旭市
あさひし 畜産

(豚)
農事組合法⼈清和畜産ほか

 繁殖・肥育管理システム等の活⽤により、養豚の⽣産か
ら出荷に関わる各種先端技術の⼀貫体制での導⼊と、デー
タを活⽤した技術⾯・経営⾯から最適な⽣産体制の構築⽀
援・コンサルティングの実施により、国際競争⼒強化に向
けたスマート養豚モデル(技術体系)の確⽴を図る。

新潟県津南町
つなんまち 露地野菜

(にんじん・キャベツ)
株式会社津南アグリ

 ロボットトラクタによる⾃動耕うん等のスマート農業技
術を利⽤することで、にんじんやキャベツ⽣産の省⼒化や
⽣産性向上を図る。

静岡県浜松市
はままつし 果樹

(みかん)
ＪＡみっかび

 環境計測システム、運搬補助ロボットやAI選果機等のAI
技術を活⽤し、みかん栽培における温暖化への対応と作業
時間の削減と収益の向上を図る。
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第第 33 節節  令令和和 22 年年度度のの⾃⾃然然災災害害かかららのの復復旧旧  

 
 
令和 2(2020)年度には、令和 2 年 7 ⽉豪⾬、令和 2 年から 3 年までの冬期の⼤雪等の⾃

然災害が発⽣しました。本節では、これらの被害状況や復旧状況について紹介します。 
 

((11))  令令和和 22 年年度度のの発発⽣⽣災災害害にによよるる農農林林⽔⽔産産関関係係のの被被害害状状況況  
((令令和和 22((22002200))年年のの農農林林⽔⽔産産関関係係のの被被害害額額はは 22,,447733 億億円円))  

令和 2(2020)年度においては、同年 7 ⽉に発⽣した「令和２年 7 ⽉豪⾬」により、広範
囲で河川の氾濫による被害が発⽣し、農林⽔産関係の被害額は 2,208 億円となりました 
(図図表表 44--33--11、図図表表 44--33--22)。このほか、台⾵等による被害が発⽣したことから、令和 2(2020)
年発⽣の主な⾃然災害による農林⽔産関係の被害額は、2,473 億円となりました。  

また、同年 12 ⽉から発⽣した⼤雪(「令和 2 年から 3 年までの冬期の⼤雪」)では、東
北及び北陸地⽅を中⼼に被害が発⽣し、農林⽔産関係の被害額は 148 億円となりました。 

 

 
 

 
 

図表 4-3-2 令和 2(2020)年度の主な⾃然災害による農林⽔産関係の被害状況 

資料：農林⽔産省作成 

図表 4-3-1 令和 2(2020)年度の主な⾃然災害による農林⽔産関係の被害額 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和 2 年 7 ⽉豪⾬は令和 3(2021)年 4 ⽉ 12 ⽇時点、令和 2 年から 3 年までの冬期の⼤雪は令和 3(2021)年 4 ⽉ 7 ⽇時点 

(単位：億円)

農作物等
農地・農業
⽤施設関係

令和2年7⽉豪⾬ 1,218.8 186.3 1,032.5 970.2 19.0 2,207.9

令和2年から3年まで
の冬期の⼤雪

140.5 140.5 0.0 3.0 4.0 147.5

合計農業関係 林野関係 ⽔産関係

時期 地域 主な特徴と被害

令和2年7⽉豪⾬
7⽉3⽇〜
7⽉31⽇

東北・東海・
九州地⽅を中
⼼とした全国
各地

・九州南部、九州北部地⽅、東海地⽅及び東北地⽅の多くの地点で24
時間当たり等の降⽔量が観測史上１位を超えるなど記録的な⼤⾬
・果樹園、⽔⽥、葉たばこ畑への⼟砂流⼊、農業⽤機械やハウス、畜産
物処理加⼯施設、林地荒廃等で広範囲にわたり⼤きな被害

令和2年から3年ま
での冬期の⼤雪

12⽉14⽇〜
東北・北陸地
⽅を中⼼とし
た全国各地

・冬型の気圧配置が続き、北⽇本・東⽇本の⽇本海側を中⼼に降雪
・特に北陸地⽅を中⼼に1⽉7⽇から9⽇にかけて、3時間に20㎝を超え
る降雪量を観測し、新潟県上越市⾼⽥で24時間降雪量103㎝の観測史上
1位を記録
・農業⽤ハウスや畜舎等の倒壊、果樹の枝折れ、倒伏等の被害が発⽣

第3節 令和2年度の自然災害からの復旧
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((22))  令令和和 22 年年 77 ⽉⽉豪豪⾬⾬へへのの対対応応  
((ププッッシシュュ型型にによよるる⾷⾷料料⽀⽀援援をを実実施施))  

政府は、特に被害の⼤きかった令和 2 年 7 ⽉豪⾬においては、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、令和 2(2020)年 7 ⽉
4 ⽇〜30 ⽇にかけて熊本県に対し⾷料及び飲料のプッシュ型⽀援1を⾏いました。政府が⽀
援した物資のうち⾷料は 12 万点、飲料は 20 万点、乳児⽤ミルクは 2 千点となりました。 
 

((被被害害状状況況のの把把握握やや被被災災地地のの復復旧旧にに向向けけたた⽀⽀援援をを実実施施))  
令和 2 年 7 ⽉豪⾬発⽣直後には、農林⽔産⼤⾂と被災農家との意⾒交換を Web 会議形

式で実施するとともに、農林⽔産省の職員(「MAFF-SAT」)を被災地⽅公共団体に派遣(延
べ 1,362 ⼈)し、的確な被害状況の把握や、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の⽀援を⾏いました(図図表表 44--33--33)。 

このほか、地⽅公共団体間の職員派遣の促進、⺠間コンサルタントの確保に向けた協⼒
要請を⾏うなど、⼈的・技術的な⾯からも⽀援を⾏いました。 

 

 
1 国が被災都道府県からの具体的な要請を待たないで、避難所避難者への⽀援を中⼼に必要不可⽋と⾒込まれる物資を調達し、被災

地に物資を緊急輸送する⽀援 

冠冠⽔⽔ししたたハハウウスス栽栽培培ののかかんんききつつ類類  
（（令令和和 22 年年 77 ⽉⽉豪豪⾬⾬））  

冠冠⽔⽔、、⼟⼟砂砂やや牧牧草草ロローールルのの流流⼊⼊  
（（令令和和 22 年年 77 ⽉⽉豪豪⾬⾬））  

  

冠冠⽔⽔ししたたココンンババイインン  
（（令令和和 22 年年 77 ⽉⽉豪豪⾬⾬））  

⼟⼟砂砂がが流流出出しし、、⼈⼈家家がが被被災災  
（（令令和和 22 年年 77 ⽉⽉豪豪⾬⾬））  

積積雪雪にによよりり損損壊壊ししたたハハウウスス  
((令令和和 22 年年かからら 33 年年ままででのの冬冬期期のの⼤⼤雪雪))  

積積雪雪にによよるる樹樹体体のの枝枝折折れれ  
((令令和和 22 年年かからら 33 年年ままででのの冬冬期期のの⼤⼤雪雪)) 
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((早早期期にに激激甚甚災災害害をを指指定定))  
農地・農業⽤施設、林道、公共⼟⽊施設については発災から 2 ⽇後に、農林⽔産業共同

利⽤施設は発災から 9 ⽇後に激甚災害指定の⾒込みの公表を⾏い、その後、激甚災害の対
象として指定しました(図図表表 44--33--44)。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、地⽅公共団体や被災農業者
等の負担軽減を図りました。 

 

⼭⼭地地のの被被災災状状況況調調査査（（令令和和 22 年年 77 ⽉⽉豪豪⾬⾬））

図表 4-3-3 国の職員(MAFF-SAT)の府県別派遣者数(令和 2 年 7 ⽉豪⾬) 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和 3(2021)年 4 ⽉ 12 ⽇時点の数値 

熊熊本本県県球球磨磨地地域域のの被被災災農農家家ととのの意意⾒⾒交交換換会会  
（（令令和和 22 年年 77 ⽉⽉豪豪⾬⾬））  

福岡県 71人

佐賀県 44人

長崎県 58人

鹿児島県 110人 熊本県 760人

大分県 92人

岐阜県 83人

【MAFF-SAT府県別派遣者数(延べ人数)1,362人】

長野県 25人

新潟県 6人

宮崎県 21人

山形県 83人

京都府・大阪府 9人
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((令令和和 22 年年 77 ⽉⽉豪豪⾬⾬かかららのの復復旧旧ののたためめ、、農農林林⽔⽔産産関関係係被被害害へへのの⽀⽀援援対対策策をを実実施施))  
農林⽔産省では、令和 2(2020)年 7 ⽉に決定した「令和２年７⽉豪⾬による農林⽔産関

係被害への⽀援対策について」に基づき、被災した農林漁業者が営農意欲を失わず、⼀⽇
も早く経営再建ができるように、農地に堆積した⼟砂等の撤去や、農地等の復旧、⼟づく
り、防除・施肥、農業⽤機械・農業⽤ハウス等の復旧、果樹の植替え等をパッケージとし
て⽀援しました。特に、再度災害防⽌の観点を踏まえつつ、早急に農林漁業関係施設等の
復旧を進めるとともに、原形回復にとどまらない改良復旧の考え⽅も踏まえ、被災農地周
辺の農地も含め、災害への対応強化と⽣産性の向上等に⼀体的に取り組むこととしました。 

⽀援対策の周知に当たっては、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえつつ、市町村
の被災状況に応じて Web 会議⽅式による説明会を開催するほか、参加者が⼤⼈数となら
ないよう被災市町村ごとに説明会を開催し、個々の被災者に寄り添いながら早期の営農再
開まで継続してフォローアップを⾏いました。 

被災した農地・農業⽤施設の復旧については、令和 3(2021)年 1 ⽉末までに災害査定を
完了するとともに、順次⼯事が発注されました。被災した農業⽤機械や農業⽤ハウスにつ
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のスキームを活⽤
し、早期の営農再開に向けて、各地で事前着⼯が進められました。また、⼟砂流⼊や浸⽔
の被害を受けた果樹園地については、⼭形県や熊本県で⼟砂の撤去、樹体洗浄、ゴミの撤
去、病害の発⽣・蔓延防⽌に向けた取組が実施されました。 

 
((33))  令令和和 22 年年かからら 33 年年ままででのの冬冬期期のの⼤⼤雪雪へへのの対対応応  
((令令和和 22 年年かからら 33 年年ままででのの冬冬期期のの⼤⼤雪雪かかららのの復復旧旧ののたためめ、、被被災災農農林林漁漁業業者者へへのの⽀⽀援援対対策策をを
実実施施))  

令和 2 年から 3 年までの冬期の⼤雪について、令和 3(2021)年 1 ⽉に農林⽔産⼤⾂が現
地調査を実施しました。同年 2 ⽉に、「令和 2 年から 3 年までの冬期の⼤雪による被災農
林漁業者への⽀援対策について」を決定しました。この⽀援対策に基づき、被災した農林
漁業者の不安に応え、⼀⽇も早い経営再開に向け、(1)農業⽤ハウスや畜舎等の再建・修繕
と併せて⾏う撤去、(2)果樹の枝折れに対する修復や、倒伏等に伴う植替え、(3) 被災に伴
い必要となる追加的な種⼦・種苗・融雪剤等の確保等への⽀援を盛り込みました。 

図表 4-3-4 令和 2(2020)年発⽣災害における激甚災害指定 

資料：農林⽔産省作成 
注：*1 本激は、対象区域を全国として、災害発⽣後早期に指定される。 

*2 令和 2 年梅⾬前線豪⾬等は、閣議において、令和 2(2020)年 5 ⽉ 15 ⽇から 7 ⽉ 31 ⽇までの間の豪⾬による災害を激甚災害に指
定することが決定されたことから、発⽣⽇は 5 ⽉ 15 ⽇〜7 ⽉ 31 ⽇である。また、7 ⽉ 3 ⽇〜7 ⽉ 8 ⽇にかけて停滞した梅⾬前
線により九州地⽅を中⼼に⼤きな被害を受けたことから、発災からの⽇数は 7 ⽉ 9 ⽇からカウントした。 

*3 発災から時間を要した要因として、7 ⽉ 9 ⽇に命名された「令和 2 年 7 ⽉豪⾬」が、7 ⽉ 3 ⽇〜8 ⽇以降も、7 ⽉ 13 ⽇〜14 ⽇に
かけては中国地⽅を中⼼に、7 ⽉ 27 ⽇〜28 ⽇にかけては東北地⽅を中⼼に⼤⾬となり、8 ⽉ 4 ⽇に令和 2 年 7 ⽉豪⾬が 7 ⽉ 31
⽇までとされたこと等による。 

事前公表 閣議決定 公布・施⾏
区分*1 対象

農地・農業⽤施設、林道
公共⼟⽊施設

R2.7.10
（2⽇間）

農林⽔産業共同利⽤施設
R2.7.17

（9⽇間）

R2.8.28
（51⽇間）

災害名 発⽣年⽉⽇
激甚指定

（発災からの⽇数）

令和2年梅⾬前線豪⾬
等*2*3

R2.5.15〜
7.31

本激
R2.8.25

（48⽇間）
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また、被災した農業⽤ハウス等の早期の復旧を⽀援するため、事業の計画承認等の前で
も事業に着⼿できる事前着⼯の活⽤を促進しました。 

 

 

現現地地調調査査すするる農農林林⽔⽔産産⼤⼤⾂⾂ 
（（令令和和22年年かからら33年年ままででのの冬冬期期のの⼤⼤雪雪）） 
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第第 44 節節  防防災災・・減減災災、、国国⼟⼟強強靱靱化化とと⼤⼤規規模模⾃⾃然然災災害害へへのの備備ええ  

 
 
⾃然災害が頻発化・激甚化する中、今後も発⽣し得る災害に備えるため、農業・農村の

防災・減災、国⼟強 靱
きょうじん

化対策の推進が喫緊の課題となっています。農林⽔産省では、「国
⼟強靱化基本計画」に基づき、国⼟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。本節では、これらの
取組状況について紹介します。 
 

((11))  防防災災・・減減災災、、国国⼟⼟強強靱靱化化対対策策のの推推進進  
((「「防防災災・・減減災災、、国国⼟⼟強強靱靱化化ののたためめのの３３かか年年緊緊急急対対策策」」等等をを推推進進))  

国⼟強靱化対策を推進するため、令和 2(2020)年度は関係予算を 6,287 億円(3 か年緊急
対策に係る臨時・特別の措置 1,008 億円を含む。)確保し、「防災・減災、国⼟強靱化のた
めの３か年緊急対策」(平成 30(2018)年 12 ⽉閣議決定)に基づき、農業⽔利施設1・ため池
の整備や農業⽤ハウスの災害被害防⽌等に取り組みました。 

また、令和 3(2021)年度から実施する「防災・減災、国⼟強靱化のための 5 か年加速化
対策」(令和 2(2020)年 12 ⽉閣議決定)の初年度予算として、令和 2(2020)年度第 3 次補正
予算において 2,209 億円を確保し、(1)流域治⽔対策(農業⽔利施設の整備、⽔⽥の貯留機
能向上)、(2)防災重点農業⽤ため池の防災・減災対策、(3)農業⽔利施設等の⽼朽化、豪⾬・
地震対策、(4)園芸産地事業継続対策等に取り組むこととしています。 

そのような中、農業者の減少に伴う管理体制の脆 弱
ぜいじゃく

化や近年における豪⾬・地震の頻
発化・激甚化に早急に対応するため、令和 2(2020)年 10 ⽉に「防災重点農業⽤ため池に係
る防災⼯事等の推進に関する特別措置法」を施⾏しました。 

このほか、農地・農業⽔利施設が持つ洪⽔調節機能を活⽤するため、農林⽔産省では、
関係省庁や地⽅公共団体、農業関係者等と連携しながら、⼤⾬により⽔害が予測される際
に、(1)事前に農業⽤ダムの⽔位を下げて⾬⽔を貯留する「事前放流」、(2)⽔⽥に⾬⽔を⼀
時的に貯留させる「⽥んぼダム」、(3)ため池への⾬⽔の⼀時的な貯留、(4)農作物への被害
のみならず、市街地や集落の湛⽔被害も防⽌・軽減させる排⽔施設の整備等、流域治⽔の
取組を通じた防災・減災対策を強化しています。 

 
((22))  災災害害へへのの備備ええ  
((農農業業者者⾃⾃⾝⾝がが⾏⾏うう⾃⾃然然災災害害へへのの備備ええ))  

⾃然災害等の農業経営のリスクに備えるためには、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も重要です。 

農林⽔産省では、近年、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、農業⽤ハウスの保守管理や補強等の台⾵や⼤雪による被害の防⽌に向けた技術
指導のほか、農業⽤ハウスの資産価値に応じて新築時の資産価値の 8 割を上限に補償する
園芸施設共済に加え、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
幅広く補償する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

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 

第4節 防災・減災、国土強靱化と大規模自然災害への備え
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⾏うよう取り組んでいます。なお、園芸施設共済については、令和元(2019)年度の加⼊率
は 60％となっていますが、令和 2(2020)年 9 ⽉から、耐⽤年数を超えたハウスも新築時の
資産価値まで補償できる特約を導⼊する等補償の充実を図るなど、農業者の幅広いニーズ
に応えられるよう⾒直しを⾏っています。 

このほか、豪⾬や台⾵等の⾵⽔害等に備えるための予防減災情報を Web サイト上で情
報発信しています(図図表表 44--44--11)。 

 

 
 
また、MAFF アプリでは、台⾵の接近時等に、災害への備えに関する情報や、農業者が

作業時に留意すべき事項、被災した農林漁業者向けの⽀援策の情報を、農業者等ユーザー
のスマートフォンにプッシュ通知でお知らせしています。 

 
((「「⾃⾃然然災災害害等等ののリリススククにに備備ええるるたためめののチチェェッッククリリスストト」」とと「「農農業業版版 BBCCPP((事事業業継継続続計計画画

書書））」」ののフフォォーーママッットトをを策策定定))  
農業者⾃⾝が⾏う⾃然災害等への備えの取組の定着に資するよう、令和 3(2021)年 1 ⽉

に「⾃然災害等のリスクに備えるためのチェックリスト」と「農業版 BCP1(事業継続計画
書)」のフォーマットを策定しました(図図表表 44--44--22)。 

 
1 ⽤語の解説3(2)を参照 

図表 4-4-1 豪⾬や台⾵等の⾵⽔害に備えるための予防減災情報 

資料：農林⽔産省作成 

豪雨や台風等の風水害に備えるための予防減災情報

分野別の予防減災情報

近年、自然災害により農林水産業に大きな被害が発生しており、農林水産被害額は、特に豪雨や台風等の風水害によるものが増加傾向にあ
ります。
そこで、農林漁業者の皆さまが、豪雨や台風といった風水害に備えるためのポイントを、分野別にイラストや簡潔な文章でまとめています。
気象情報の確認、清掃・点検・補修等を実践し、豪雨や台風襲来に備えましょう！
人命第一の観点から、暴風雨、異常出水時における施設等の見回りについては、これらの状況が治まるまで行わないようにしましょう。
また、暴風雨等が治まった後の見回りについても、増水した水路その他の危険な場所には近づかず、足下等、施設周辺の安全に十分に注意
し、転落、滑落事故に遭わないよう慎重に行いましょう。

下のイラストをクリックすると、詳細ページに移行します。

農業用ハウス 農業保険 水稲・麦・豆

農業機械

野菜・花き

果樹

林道・森林施業現場 森林保険 漁船・水産関連施設

畜産 ため池
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本チェックリストと農業版 BCP は、耕種、園芸、畜産の３種類から構成され、⾃然災

害等のリスクに対する備えの意識や MAFF アプリ等⾃然災害等に係る注意喚起システム
への関⼼を⾼めるとともに、台⾵被害等の軽減のための取組事例等(災害の教訓)の提供や
農業保険等セーフティネットへの加⼊の契機となることを⽬的としています。 

チェックリストは、平時からのリスクに対する備えや台⾵等の⾃然災害への直前の備え

図表 4-4-2 農業版 BCP のパンフレットとチェックリスト 

資料：農林⽔産省作成 

番号 質問内容 YES NO

1
⾃⾝の営農活動における、⾃然災害、その他のリスク（新型コロナウイルス感染症等）とその影響について
考えたことはありますか︖

□ □ までに
対応する

2 ⾃⾝の地域の⾃然災害リスクについてハザードマップで確認したことはありますか︖ □ □ までに
対応する

3
新型コロナウイルス感染症について、「農業関係者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」等のガイドラインを確認したことがありますか︖

□ □ までに
対応する

1 MAFFアプリをインストールし、災害対策等の情報を活⽤していますか︖ □ □ までに
対応する

2 地⽅⾃治体等を通じて発信される気象情報や防災情報を確認していますか︖ □ □ までに
対応する

・
・
・

・
・
・ □ □ までに

対応する

最新の気象情報、警報、注意報をチェックしましたか︖ □ □ までに
対応する

・
・
・ □ □ までに

対応する

コンテナやプラスチックパレットなど⾶来が予想されるものを⽚づけたり固定しましたか︖また、燃料タン
ク・ガスボンベ等をしっかり固定しましたか︖

□ □ までに
対応する

・
・
・ □ □ までに

対応する

収穫可能な作物は早めに収穫しましたか︖ □ □ までに
対応する

・
・
・ □ □ までに

対応する

⾮常⽤発電機を準備し、必要な装置に接続しましたか︖ □ □ までに
対応する

・
・
・ □ □ までに

対応する

⾃然災害等のリスクに備えるためのチェックリスト

（NOの場合）
対応期限

予
⾒
可
能
な
リ
ス
ク
に
対
す
る
事
前
の
備
え

台
⾵
等
に
対
す
る
直
前
の
備
え

事業者名

チェック実施⽇

分類

リスクの把握

予
防

リ
ス
ク
全
般
に
対
す
る

事
前
の
備
え

直
前
の
対
策

情
報
収
集
等
ほ
場
等
周
辺
対
策

作
物
へ
の
対
策

停
電
対
策

耕種リスクマネジメント編

299

第
4
章



 

に関するチェック事項であるリスクマネジメント編と、被災後の早期復旧・事業再開の観
点から対策すべき事項(ヒト、モノ、カネ/セーフティネット、情報等)である事業継続編か
ら構成されています。 

農業版 BCP は、インフラや経営資源等について、被害を事前に想定し、被災後の早期
復旧・事業再開に向けた計画を定めるものであり、決して難しいものではなく、農業者⾃
⾝に経験として既に備わっていることも含め、「⾒える化」することで、⾃然災害に備える
ためのものです。また、チェックリストや農業版 BCP の作成を通じて、平常時における
⾃らの経営の⾒直しや、改善にもつながるものであり、今後、農業者⾃⾝が⾃然災害等の
備えに活かせるよう、活⽤を促進していくこととしています。 

 
((家家庭庭でで⾏⾏うう災災害害へへのの備備ええ))  

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。 

農林⽔産省では、平成 31(2019)年 3
⽉に、ローリングストック1等、平時から
⾷料の家庭備蓄を実践しやすくする⽅法
や、乳幼児や⾼齢者、⾷物アレルギー等
の要配慮者がいる家庭での実践⽅法をま
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」を作成したほ
か、Web サイト「家庭備蓄ポータル」や BUZZ MAFF の動画、SNS 等での情報発信を通
して、家庭備蓄の定着に取り組んでいます(図図表表 44--44--33)。 

 

 
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 

図表 4-4-3 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：農林⽔産省作成 

家 庭 備 蓄 の 例

必需品
水　2L×6本×4箱 カセットコンロ・

カセットボンベ×12本

米　2kg×2袋

カップ麺類×6個 パックご飯×6個

その他（適宜）

乾麺（うどん・そば・そうめん・パスタ）

缶詰（肉・魚）レトルト食品

日持ちする野菜類

梅干し、のり、乾燥わかめ等 インスタントみそ汁や即席スープ

調味料

野菜ジュース、果汁ジュース等

主食
エネルギー
炭水化物

タンパク質

（適宜）

主菜

副菜
その他

1週間分／大人2人の場合

・お好みのもの18缶

・砂糖、塩、しょうゆ、めんつゆ等

チョコレートやビスケット
などの菓子類も大事！

・たまねぎ、じゅがいも等

・牛丼の素、カレー等18個

※1人1日およそ3L程度
　（飲料水＋調理用水）

お好みのお
茶や清凉飲
料水なども、
あると便利！ ※1人1週間およそ6本程度

※1袋消費したら1袋買い
　足す（1人1食75g程度）

・パスタソース6個

・そうめん2袋（300g／袋）
・パスタ2袋（600g／袋）

・LL牛乳
・シリアルなど
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農農林林⽔⽔産産省省 WWeebb ササイイトトのの「「災災害害にに関関すするる情情報報」」やや「「逆逆引引きき辞辞典典」」かからら  
防防災災・・減減災災にに関関すするる⽀⽀援援策策ををチチェェッックク  

((ココララムム))  災災害害等等はは忘忘れれるる前前ににややっっててくくるる  
〜〜国国ははリリススククにに対対ししてて様様々々なな⽀⽀援援をを⽤⽤意意〜〜 

令和 2(2020)年度は、令和 2 年 7 ⽉豪⾬や⼤雪等の⾃然災害、⿃インフルエンザ等の家畜伝染病が
発⽣しました。 

⾃然災害や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の保守管理・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。
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農農業業・・農農村村のの活活性性化化をを⽬⽬指指ししてて  
−令和 2(2020)年度農林⽔産祭天皇杯等受賞者事例紹介− 

 
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⺠によるむ
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
2(2020)年度の天皇杯等の受賞者を紹介します。 

 
令令和和 22((22002200))年年度度農農林林⽔⽔産産祭祭天天皇皇杯杯受受賞賞者者  

 

 

 
1 過去1 年間(令和元(2019)年7 ⽉〜令和2(2020)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465 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 

 
○○園園芸芸部部⾨⾨  ○○経経営営((花花壇壇苗苗))  ○○埼埼⽟⽟県県川川越越市市

か わ ご え し
    

○○⼭⼭
やま

下下
した

  徳徳
とく

弥弥
や

ささんん・・⼭⼭下下
やました

  笑笑⼦⼦
え み こ

ささんん  
 
⼭下さんは、施設 1.3ha、露地 1.0ha の規模で、江⼾時代からの

落ち葉堆肥農法を継承しながら、花壇苗・鉢物約 60 品⽬を栽培
しています。 

リアルタイムで⼊⼿した販売情報に基づいた商品提案を⾏って
おり、⼿頃な値段でボリューム感のある「ミックス植え」を商品
化しました。売上⾼は毎年拡⼤し、新型コロナウイルス感染症禍
においても、令和 2(2020)年１〜７⽉の売上げはほぼ前年並を確
保しました。また、全ハウスへ⾃動かん⽔装置の設置やスマート
フォンを⽤いた作業進捗状況の共有化等を⾏い、年間で約 60 品
⽬を組み合わせた周年出荷体系を確⽴しています。 

伝伝統統農農法法とと細細ややかかなな労労務務管管理理でで、、ニニーーズズにに応応じじたた花花ききのの多多品品⽬⽬⽣⽣産産をを実実現現  

 
○○農農産産・・蚕蚕⽷⽷部部⾨⾨  ○○産産物物((茶茶))  ○○静静岡岡県県掛掛川川市市

か け が わ し
  

○○農農業業⽣⽣産産法法⼈⼈掛掛川川
かけがわ

中中 央央
ちゅうおう

茶茶 業業
ちゃぎょう

株株式式会会社社研研究究部部会会  ((代代表表  佐佐々々⽊⽊
さ さ き

余余志志彦彦
よ し ひ こ

ささんん))  
 
掛川中央茶業株式会社は、静岡県内最⼤級の茶園⾯積と荒茶⼯場を

有しており、販売会社と連携し、⽣産から加⼯・販売までの⼀貫体制
を構築しています。⽣葉品質の評価や荒茶成分分析等により⾼品質な
茶⽣産を実現するとともに、茶園機械化の推進等により⽣産体制の強
化を図り、⽣産量や単価は県平均を⼤きく上回っています。 

また、販売会社と連携した⽣産⽅針のタイムリーな共有・決定を価
格維持につなげているほか、輸出に対応した防除体系の導⼊等によ
り、⼀番茶ではほとんどの国への輸出を可能にしています。 

需需要要にに対対応応ししたた製製販販⼀⼀貫貫のの連連携携体体制制にによよるる⾼⾼品品質質なな茶茶⽣⽣産産をを実実現現  

農農林林⽔⽔産産祭祭天天皇皇杯杯受受賞賞者者  
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○○むむららづづくくりり部部⾨⾨  ○○新新潟潟県県村村上上市市

む ら か み し
  

○○⾼⾼根根
た か ね

フフロロンンテティィアアククララブブ  ((代代表表  鈴鈴⽊⽊
す ず き

  信信之之
のぶゆき

ささんん))  
 
⼭間農業地域である新潟県村上市⾼根地区で地域活性化の取組

を⾏う⾼根フロンティアクラブは、20〜60 歳代の地区の有志 43
⼈で地域外への情報発信や地域内外の交流促進を⾏っています。 

取組の⼀つとして、空き家を活⽤した集落の⼦供の勉強や遊び
場、⾼齢者のお茶飲み場づくりに意欲的に取り組んでいます。ま
た、都会の⼈が⾼根の暮らしを体験できるプログラムを企画・実
施し、これまで２⼈が定住して農林業の担い⼿となりました。さ
らに、⾸都圏の⼤学⽣や企業と連携して森づくりを⾏い、都市と
の新たな交流を創出することにより、移住する若者や地域おこし
協⼒隊の増加に寄与しています。 

 若若者者のの⽬⽬ももキキララキキララ  世世代代をを超超ええてて⾃⾃発発的的にに取取りり組組むむむむららづづくくりりをを実実践践  

 
○○多多⾓⾓化化経経営営部部⾨⾨  ○○経経営営（（６６次次産産業業化化））  ○○滋滋賀賀県県蒲蒲⽣⽣郡郡

が も う ぐ ん
⻯⻯ 王王 町町

りゅうおうちょう
    

○○有有限限会会社社古古株株
こ か ぶ

牧牧 場場
ぼくじょう

  ((代代表表  古古株株
こ か ぶ

  治治
はる

明明
あき

ささんん))  
 
有限会社古株牧場は⽔稲、酪農、⾁⽤⽜肥育に⾃家⽣乳を⽤いた乳

製品の加⼯・販売を加えた多⾓化経営を展開しています。 
「⽜ふん堆肥の⽔⽥への還元」、「収穫後の稲わらを乳⽤⽜、⾁⽤⽜

への粗飼料として活⽤」、「⾃社牧場の⽣乳を使⽤した乳製品の加⼯・
販売」等、部⾨間や地域耕種部⾨との連携を推進してきました。 

また、早くから乳製品を⽣かした６次産業化に着⽬し、ソフトクリ
ームやチーズ等の加⼯販売や直売店舗の運営等を⾏っています。商品
は⾃社ショップ「湖華舞」を始め、直売店２店舗のほか、有名ホテル
や百貨店等でも販売され、古株牧場のブランドの確⽴とその位置付け
を確固たるものにしています。 

 

   

 
○○畜畜産産部部⾨⾨  ○○経経営営((⾁⾁⽤⽤⽜⽜繁繁殖殖))  ○○⻑⻑崎崎県県北北松松浦浦郡郡

きたまつうらぐん
⼩⼩値値賀賀町町
お ぢ か ち ょ う

  
○○松松

まつ
﨑﨑
ざき

  秀秀
ひで

利利
とし

ささんん・・松松
まつ

﨑﨑
ざき

  弘弘⼦⼦
ひ ろ こ

ささんん  
 
松﨑さんは、五島

ご と う
列島
れっとう

北部に位置する離島において、耕作放棄
地や遊休農地を再⽣し、放牧と⾃給飼料⽣産を取り⼊れながら、
74 頭の⾁⽤⽜繁殖を⾏っています。⽗から継承した 20 頭の繁殖
⽜を育種改良しつつ、堅実に増頭を⾏っています。 

施設投資を抑え、周年放牧に近い形態で管理することで⾜腰の
強い健康な⽜を作るとともに、⾃給飼料の増産で成⽜の粗飼料⾃
給率 100％を達成し、省⼒・低コスト⽣産を実現しています。 

また、積極的な育種改良ときめ細かな飼養管理で、能⼒の⾼い
繁殖⽜群を作出・維持し、⼦⽜販売価格も市場平均を上回ってい
ます。 

 

 離離島島ののハハンンデディィキキャャッッププをを放放牧牧等等でで克克服服ししたた⾼⾼収収益益和和⽜⽜繁繁殖殖経経営営をを実実践践  

  
部部⾨⾨間間等等のの連連携携とと乳乳製製品品のの商商品品開開発発にによよりり““湖湖

こ
華華
か

舞舞
ぶ

””ブブラランンドドをを確確⽴⽴  
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令令和和 22((22002200))年年度度農農林林⽔⽔産産祭祭内内閣閣総総理理⼤⼤⾂⾂賞賞受受賞賞者者  
部⾨ 出品財 住所 ⽒名等 

農産・蚕⽷ 経営(⻨類) 愛知県⻄尾市
に し お し

 内⽥
う ち だ

 修⼆
しゅうじ

さん、内⽥
うちだ

 聖⼦
せ い こ

さん 

園芸 
経営 
(担い⼿づくり) 

⻑野県御代⽥町
み よ た ま ち

 
有限会社トップリバー  
(代表 嶋﨑

しまざき
 秀樹

ひ で き
さん) 

畜産 経営(酪農) 静岡県富⼠宮市
ふじのみやし

 佐々⽊
さ さ き

 剛
つよし

さん、佐々⽊
さ さ き

 千尋
ち ひ ろ

さん       

多⾓化経営 
経営 
(販売⾰新) 

福岡県⼋⼥市
や め し

 
農事組合法⼈⼋⼥美緑園製茶

やめみりょくえんせいちゃ
 

(代表 江島
え し ま

 ⼀信
かずのぶ

さん) 

むらづくり むらづくり活動 宮城県七ヶ宿町
しちかしゅくまち

 湯原集落協定
ゆのはらしゅうらくきょうてい

(代表 ⼭⽥
や ま だ

 益広
ますひろ

さん) 

 
令令和和 22((22002200))年年度度農農林林⽔⽔産産祭祭⽇⽇本本農農林林漁漁業業振振興興会会会会⻑⻑賞賞受受賞賞者者  

部⾨ 出品財 住所 ⽒名等 

農産・蚕⽷ 
⼥性の活躍 
(⽔稲、そば、園芸) 

福井県あわら市
し

 ⻑⾕川
は せ が わ

 信
のぶ

枝
え

さん、⻑⾕川
は せ が わ

吉弘
よしひろ

さん 

園芸 経営(かんきつ) 愛媛県松⼭市
ま つ や ま し

 
JA えひめ 中 央 釣 島

ちゅうおうつるしま
⽀部  

(代表 池 本  雄 吉
いけもと ゆうきち

さん) 

畜産 
技術・ほ場 
(放牧) 

北海道枝幸町
えさしちょう

 ⽯⽥ 幸也
い し だ  ゆ き や

さん、⽯⽥
い し だ

美由紀
み ゆ き

さん 

多⾓化経営 経営(⽜⾁輸出) 宮崎県 都 城 市
みやこのじょうし

 
株式会社ミヤチク 
(代表 有⾺ 慎吾

あ り ま  し ん ご
さん) 

むらづくり むらづくり活動 奈良県五條市
ご じ ょ う し

 
農事組合法⼈ゆめ野⼭

のやま
 

(代表 松本 正之
まつもと まさゆき

さん) 
 

令令和和 22((22002200))年年度度農農林林⽔⽔産産祭祭内内閣閣総総理理⼤⼤⾂⾂賞賞受受賞賞者者((⼥⼥性性のの活活躍躍))  
部⾨ 出品財 住所 ⽒名等 

多⾓化経営 ⼥性の活躍 福岡県⼤⽊町
お お き ま ち

 
株式会社ビストロくるるん  
(代表 松藤

まつふじ
 富⼠⼦

ふ じ こ
さん) 

 
令令和和 22((22002200))年年度度農農林林⽔⽔産産祭祭⽇⽇本本農農林林漁漁業業振振興興会会会会⻑⻑賞賞受受賞賞者者((⼥⼥性性のの活活躍躍))  
部⾨ 出品財 住所 ⽒名等 

園芸 ⼥性の活躍 静岡県御前崎市
お ま え ざ き し

 栗本
くりもと

 めぐみさん 
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１１．． 紛紛ららわわししいい⽤⽤語語ににつついいてて  

 

 
 

 

 

 

  

紛らわしい⽤語について

減価
償却
費

間
接
税

・⽣産農業所得 3.3兆円
（肥料、農薬、光熱費等）

経常
補助
⾦

資材費等

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

農業総産出額

⽣産農業所得

農業総⽣産

3.3兆円（令和元年）
<⽣産農業所得統計>

4.7兆円（令和元年）
<国⺠経済計算>

8.9兆円（令和元年）
<⽣産農業所得統計>

⽣産額・所得

⽬的 ⽤語 統計値＜出典＞

・農業総産出額 8.9兆円 最終⽣産物の⽣産量×価格

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

・農業総⽣産 4.7兆円

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）
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主業経営体*1

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

農業を営む個⼈(世帯)数を知りたいとき

農業を営む法⼈経営体や集落営農等の
数を知りたいとき

108万経営体（令和２年）
<2020年農林業センサス>

104万経営体（令和２年）
<2020年農林業センサス>

4万経営体（令和２年）
<2020年農林業センサス>

⽬的 ⽤語 統計値＜出典＞

農業経営体*1

団体経営体*1

農業経営体

農業による所得が主である65歳未満の世帯
員がいる世帯を知りたいとき

23万経営体（令和２年）
<2020年農林業センサス>

個⼈経営体*1

⽬的 ⽤語 統計値＜出典＞
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

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）

249万⼈（令和２年）
<2020年農林業センサス>

136万⼈（令和２年）
<2020年農林業センサス>

農業従事者*2

基幹的農業従事者*2

個個人人経経営営体体のの世世帯帯員員

⻑期（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

常雇い*2

臨時雇い*2

農農業業ににおおけけるる被被雇雇用用者者

16万⼈（令和２年）
<2020農林業センサス>

95万⼈（令和２年）
<2020農林業センサス>

⽬的 ⽤語 統計値＜出典＞

*1：⽤語の解説2(1)を参照
*2：⽤語の解説2(5)を参照
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２２．．基基本本統統計計⽤⽤語語のの定定義義  
((11))  農農業業経経営営体体分分類類関関係係((22002200 年年農農林林業業セセンンササスス))  

⽤⽤      語語  定定                  義義  

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 350 ㎡、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。) 

個⼈経営体 個⼈(世帯)で事業を⾏う経営体をいう。なお、法⼈化して事業を⾏う経営体
は含まない。 

 主業経営体 農業所得が主(世帯所得の 50％以上が農業所得)で、1 年間に⾃営農業に 60
⽇以上従事している 65 歳未満の世帯員がいる個⼈経営体 

準主業経営体 農外所得が主(世帯所得の 50％未満が農業所得)で、１年間に⾃営農業に 60
⽇以上従事している 65 歳未満の世帯員がいる個⼈経営体 

副業的経営体 １年間に⾃営農業に 60 ⽇以上従事している 65 歳未満の世帯員がいない個
⼈経営体 

団体経営体 農業経営体のうち個⼈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 

 
 

((22))  農農業業経経営営体体分分類類関関係係((22000055 年年農農林林業業セセンンササススかからら 22001155 年年農農林林業業セセンンササススのの定定義義))  
⽤⽤      語語 定定                  義義 

農業経営体 (1)に準ずる。 

家族経営体 農業経営体のうち個⼈経営体及び１⼾１法⼈ 

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 
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((33))  農農家家等等分分類類関関係係  
⽤⽤      語語 定定                  義義 

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 

注：1990 年世界農林業センサスから 2000 年世界農林業センサスの調査体系に即した定義 
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((44))  農農家家経経済済関関係係  
⽤⽤      語語 定定                  義義 

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、農家⺠宿、

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 
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((55))  個個⼈⼈経経営営体体世世帯帯員員のの農農業業労労働働⼒⼒関関係係  
 農農業業ととのの関関わわりり  世世帯帯員員  

農業に従事 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 

15 歳以上の世帯員のうち、ふだん仕事として 
主に⾃営農業に従事している者 

(2) 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 
 

農業 
が主 

その他 
が主 

ふ
だ
ん
の
主
な
状
態 

主
に
仕
事 

 

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。 
 

  

基基幹幹的的農農業業  
従従事事者者  

 ((11))  

((22))  
農農業業従従事事者者  

311

用
語
の
解
説



 
 

((66))  新新規規就就農農者者関関係係((新新規規就就農農者者調調査査のの定定義義))  
 就就農農のの形形態態  新新規規就就農農者者  

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 

○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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

他
に
雇
わ
れ
て
勤
務
が
主 

家
事
・
育
児
・
そ
の
他 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

新新 規規 雇雇 ⽤⽤
就就農農者者  

新新規規参参⼊⼊者者  

新新規規学学卒卒就就農農者者  

新新規規⾃⾃営営
農農業業就就農農
者者  

((33))  

((11))  

((22))  
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((77))  農農業業地地域域類類型型区区分分  
⽤⽤      語語 定定                  義義 

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。 

 
 

((88))  全全国国農農業業地地域域区区分分  
全全国国農農業業地地域域名名  所所属属都都道道府府県県名名  全全国国農農業業地地域域名名  所所属属都都道道府府県県名名  

北 海 道 北海道 近 畿 滋賀、京都、⼤阪、兵庫、 
奈良、和歌⼭ 

東 北 ⻘森、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、⻑野 

九 州 
北 九 州 

 
南 九 州 

 
福岡、佐賀、⻑崎、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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３３．．五五⼗⼗⾳⾳順順・・アアルルフファァベベッットト  
((11))  五五⼗⼗⾳⾳順順  
ああ   

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、豚、イノシシの病気であり、ヒトに感染することはない。 

遺伝資源 
遺伝の機能的な単位を有する植物・動物・微⽣物等に由来し、顕在的または潜在的

に利⽤価値のある素材。例えば、植物では登録品種・在来品種・野⽣種の種⼦・芋・
苗⽊を含む。 

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)、六フッ化硫⻩(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、国⺠に対して供給される総熱量をいい、摂取熱量とは、
国⺠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「国⺠健康・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 酵素等を⽤い、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 

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起こし、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ヒトが感染した例
は報告されていない。 
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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
⺠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、国⺠
⽣活の安定及び国⺠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、⾷料安全保障には四つの要素があり、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
 

 
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。 

なお、平成 30(2018)年度以降の⾷料⾃給率は、イン(アウト)バウンドによる⾷料
消費増減分を補正した数値としている。 
・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。供給熱量の算出に当たっては、
「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・⼩⻨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 

 

⾷料⾃給率の算定式 
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⽔⽥の汎⽤化 

暗渠
あんきょ

排⽔等の排⽔対策を⾏うことにより、⽥畑の輪換⽅式による営農を可能とする
こと 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 播
ちょくはん

栽培(⽔稲) 

稲の種もみを直接⽥に播種
は 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。播種

は 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種する湛
たん

⽔
すい

直 播
ちょくはん

栽培と、⽔を張っていない状態の⽥
に播種

は し ゅ
する乾⽥直 播

ちょくはん
栽培がある。 

なな   

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。 

疎水材

(モミガラ､砕石､
木材チップ､貝殻等）

暗渠管

（合成樹脂管､
素焼土管 等）

作土（表土）

心土（下層土）

断面

（断面図）（縦断図）

地下水位

用水路

排水路

水閘
標準的な
暗渠深さ
60～80cm

暗渠管

暗渠管の末端に水閘を設置し、
地下水位を調節

暗渠排水により地下水位が低下

心土に暗渠排水を設置
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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 

フードバンク 
⾷品関連事業者その他の者から未利⽤⾷品等まだ⾷べることができる⾷品の寄附

を受けて貧困、災害等により必要な⾷べ物を⼗分に⼊⼿することができない者にこれ
を無償で提供するための活動を⾏う団体 

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、強い伝播

で ん 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、ヒトに感染することはない。 

やや   

遊休農地 

 以下の①、②のいずれかに該当する農地をいう。 
① 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 
② 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（①に掲げる農地を除く。） 
らら   

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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((22))  アアルルフファァベベッットト順順  
AA   

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 

ASEAN
ア セ ア ン

 

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⻑や社会・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。 

ASIAGAP
ア ジ ア ギ ャ ッ プ

 JGAP/ASIAGAP を参照 

BB   

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 

EE   

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)「実質上の全ての貿易」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)。 

FF   

FGAP
エフギャップ

 
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。 

GG   

GAP
ギ ャ ッ プ

 
Good Agricultural Practices 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 

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 

GLOBALG
グ ロ ー バ ル ギ ャ

.A
ッ

.P
プ

. 
ドイツの Food PLUS GmbH が策定した第三者認証の GAP。⻘果物及び⽔産養殖

に関して GFSI 承認を受けており、主に欧州で普及 
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HH   

HACCP
ハ サ ッ プ

 

Hazard Analysis and Critical Control Point の略で、危害要因分析及び重要管理点の
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 

II   
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 

JJ   

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 

JGAP/
ジェイギャップ

 
ASIAGAP
ア ジ ア ギ ャ ッ プ

 
⼀般財団法⼈⽇本 GAP 協会が策定した第三者認証の GAP。JGAP の対象は⻘果物、

穀物、茶、家畜・畜産物。ASIAGAP の対象は⻘果物、穀物、茶。なお、ASIAGAP
は、平成 30(2018)年 10 ⽉に、GFSI の承認を取得 

NN   

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。 

OO   

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、アフリカ豚熱等の動
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。 

SS   

SDGs( 持 続 可 能
な開発⽬標) 

SDGs は Sustainable Development Goals の略。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、経済成⻑と雇⽤、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 
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WW   

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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４４．．農農業業・・森森林林・・⽔⽔産産業業のの多多⾯⾯的的機機能能  
((11))  農農業業  
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 

⽔源涵養
かんよう

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養

かんよう
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 
 
 
((22))  森森林林  

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 

⽔源涵養
かんよう

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埃

じんあい
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 
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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る直接的な健康増進
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 

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 
 
 
((33))  ⽔⽔産産業業  
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・⻘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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令和2年度 
食料・農業・農村施策

第2部





第
2
部

 

  
概概説説  
  
１１  施施策策のの重重点点    

令和２（2020）年３⽉に閣議決定した新た
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
的に展開しました。 

また、令和２（2020）年 12 ⽉に「農林⽔
産業・地域の活⼒創造プラン」を改訂し、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、⽇⽶貿易
協定、⽇英 EPA 及び RCEP 協定の効果を最
⼤限に活⽤するため、令和２（2020）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。 

 
２２  財財政政措措置置  
（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、「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林業の成⻑産業化と「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⻑産業化、⑨
災害からの復旧・復興と防災・減災、国⼟
強靱
きょうじん

化に取り組みました。 
   また、令和２（2020）年度の農林⽔産関

係補正予算額は、第１次補正予算で 5,448
億円（うち、ALIC 事業 950 億円）、第２
次補正予算で 658 億円（うち、ALIC 事業
108 億円）、第３次補正予算で１兆 519 億
円を計上しました。 

（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
本政策⾦融公庫による借⼊れ5,200 億円と
なりました。 

 
３３  ⽴⽴法法措措置置  

第 201 回国会及び第 203 回国会において、
以下の法律が成⽴しました。 
・「家畜改良増殖法の⼀部を改正する法律」

（令和２年法律第 21 号） 
・「家畜遺伝資源に係る不正競争の防⽌に関

する法律」（令和２年法律第 22 号） 
・「種苗法の⼀部を改正する法律」（令和２年

法律第 74 号） 
また、令和２（2020）年度において、以下

の法律が施⾏されました。 
・「厚⽣年⾦保険制度及び農林漁業団体職員

共済組合制度の統合を図るための農林漁
業団体職員共済組合法等を廃⽌する等の
法律の⼀部を改正する法律」（令和２年４
⽉施⾏） 

 ・「農林⽔産物及び⾷品の輸出の促進に関す
る法律」（令和２年４⽉施⾏） 

 ・「家畜伝染病予防法の⼀部を改正する法律」
（令和２年７⽉施⾏） 

 ・「家畜改良増殖法の⼀部を改正する法律」
（令和２年 10 ⽉施⾏） 

 ・「家畜遺伝資源に係る不正競争の防⽌に関
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する法律」（令和２年 10 ⽉施⾏） 
 ・「肥料取締法の⼀部を改正する法律」（令和

２年 12 ⽉施⾏） 
 
４４  税税制制上上のの措措置置  

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）「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
創設しました（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した（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年延⻑
しました（所得税・法⼈税）。 

（４）農林漁業⽤Ａ重油等に対する⽯油⽯炭税
の免税・還付措置を３年延⻑しました（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年延⻑しました（固定資産税・都市計
画税）。 

 
５５  ⾦⾦融融措措置置  

政策と⼀体となった⻑期・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。 

（（１１））株株式式会会社社⽇⽇本本政政策策⾦⾦融融公公庫庫のの融融資資  
ア 農業の成⻑産業化に向けて、⺠間⾦融機

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。 

（（２２））⺠⺠間間⾦⾦融融機機関関のの融融資資  
ア ⺠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。また、TPP 協定等による経
営環境変化に対応して、新たに規模拡⼤等
に取り組む農業者が借り⼊れる農業近代
化資⾦については、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などの措置を講
じました。 

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
⽤基⾦協会が⺠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。 

（（３３））農農業業法法⼈⼈へへのの出出資資  
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。 

（（４４））農農業業信信⽤⽤保保証証保保険険  
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。 

（（５５））被被災災農農業業者者等等⽀⽀援援対対策策  
ア 甚⼤な⾃然災害等により被害を受けた
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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 甚⼤な⾃然災害等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
補助⾦を交付しました。 

  
ⅠⅠ  ⾷⾷料料⾃⾃給給率率・・⾷⾷料料⾃⾃給給⼒⼒のの維維持持向向上上

にに向向けけたた施施策策  
  
１１  ⾷⾷料料⾃⾃給給率率・・⾷⾷料料⾃⾃給給⼒⼒のの維維持持向向上上にに向向けけ

たた取取組組  
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。 
（（１１））⾷⾷料料消消費費  

アア  消消費費者者とと⾷⾷とと農農ととののつつななががりりのの深深化化  
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
個々の国⺠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した。また、農
業体験、農泊等の取組を通じ、国⺠が農業・
農村を知り、触れる機会を拡⼤しました。 

イイ  ⾷⾷品品産産業業ととのの連連携携  
⾷をめぐる市場において⾷の外部化・簡

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した。 

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
特徴の⼀つとされる健康有⽤性を国内外
へ情報発信するために、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
めました。 

（（２２））農農業業⽣⽣産産  
アア  国国内内外外のの需需要要のの変変化化にに対対応応ししたた⽣⽣産産・・供供

給給  
（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
づくりを進めました。 

（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
出しました。 

イイ  国国内内農農業業のの⽣⽣産産基基盤盤のの強強化化  
（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、
農業の内外からの⻘年層の新規就農を
促進しました。 

（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した。 

また、農地中間管理機構の活⽤を促進
し、農地の集積・集約化を進めるため、
「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）に基づき、地域の徹底した話合
いによる「⼈・農地プラン」の実質化など
を進めました。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。 

（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した。 

 
２２  主主要要品品⽬⽬ごごととのの⽣⽣産産努努⼒⼒⽬⽬標標のの実実現現にに向向

けけたた施施策策  
（（１１））⽶⽶  

アア  需需要要にに応応じじたた⽶⽶のの⽣⽣産産・・販販売売のの推推進進  
（ア）需要に応じた⽣産・販売を推進するた

め、産地・⽣産者と実需者が結び付いた
事前契約や複数年契約による安定取引
の推進、⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦や新

	Ⅰ	 食料自給率・食料自給力の維持向上に	
向けた施策
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市場開拓に向けた⽔⽥リノベーション
事業による⽀援、都道府県産別、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。 

（ウ）⽶の⽣産については、農地の集積・集
約化による分散錯

さ く

圃
ほ

の解消や作付けの
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
を推進しました。 

イイ  ココメメ・・ココメメ加加⼯⼯品品のの輸輸出出拡拡⼤⼤    
「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戦略的輸出基
地（産地）のマッチングの推進、両者が連
携した輸出を拡⼤する国・地域における戦
略的プロモーションの実施等に対する⽀
援を通じて、海外の需要開拓を図るととも
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した。 

（（２２））⻨⻨  
ア ⽇本麺⽤、パン・中華麺⽤等の需要に応

じた⻨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、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、
⼩⻨、⼤⻨、はだか⻨の作付拡⼤を推進し
ました。 

ウ ⻨の需要に応じた⽣産拡⼤・品質向上に
対応するため、診断に基づく栽培改善技術
導⼊⽀援マニュアルの普及等を通じた栽
培技術の導⼊や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。 

（（３３））⼤⼤⾖⾖  
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による⽀援を⾏う
とともに、診断に基づく栽培改善技術導⼊
⽀援マニュアルの普及等を通じ、⽣産性向
上に資する湿害や雑草対策技術等の導⼊
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、需要拡⼤を推進しまし
た。 

ウ 「播種
は 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。 

（（４４））そそばば  
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。 

（（５５））かかんんししょょ・・ばばれれいいししょょ  
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、「サツマイモ基腐病

もとぐされびょう

」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
推進しました。さらに、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
拡⼤を⽬指しました。 

イ ばれいしょについては、⽣産コストの低
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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、収穫作業の省⼒化のた
め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
取組を⽀援しました。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した。 

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。 

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。 

（（６６））ななたたねね  
ア 良質ななたねの安定供給を図るため、

播種
は 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。 

（（７７））野野菜菜  
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し
た。 

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
⽀援しました。 

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した。 

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
しました。 

（（８８））果果樹樹  
ア 優良品⽬・品種への改植・新植及びそれ

に伴う未収益期間における幼⽊の管理経
費を⽀援しました。 

イ 労働⽣産性の向上を図るため、平
へ い

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
とまった⾯積での省⼒樹形及び機械作業
体系の導⼊等による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し
た。 

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
圃

ほ

場
じょう

の設置や花粉専⽤樹の植栽等を⽀援
しました。 

（（９９））⽢⽢味味資資源源作作物物  
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
の外部化や直播

ちょくはん

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
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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。 

（（1100））茶茶  
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、てん
茶（抹茶の原料）等の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、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。 

（（1111））畜畜産産物物  
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
等を推進しました。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した。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
ました。さらに、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
の取組を推進しました。 

（（1122））飼飼料料作作物物等等  
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。 

  
ⅡⅡ  ⾷⾷料料のの安安定定供供給給のの確確保保にに関関すするる施施

策策  
  
１１  新新たたなな価価値値のの創創出出にによよるる需需要要のの開開拓拓  
（（１１））新新たたなな市市場場創創出出にに向向けけたた取取組組  

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した。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した。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した。 

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
しました。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
を推進しました。 

（（２２））需需要要にに応応じじたた新新たたななババリリュューーチチェェーーンンのの
創創出出  

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、業務⽤需要に対応した BtoB（事業
者向けビジネス）の取組、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

	Ⅱ	 食料の安定供給の確保に関する	
施策
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⽀援しました。 
（（３３））⾷⾷品品産産業業のの競競争争⼒⼒のの強強化化  

アア  ⾷⾷品品流流通通のの合合理理化化等等  
（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した。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
理化を推進しました。 

また、令和２（2020）年６⽉に施⾏さ
れた改正後の「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
ました。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・
助⾔を実施しました。 

（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した。 

イイ  労労働働⼒⼒不不⾜⾜へへのの対対応応  
⾷品産業における労働⼒不⾜に対応す

るため、⾷品製造等の現場におけるロボッ
ト、AI、IoT 等の先端技術の活⽤実証や、
その成果の情報発信により、⾷品産業にお
けるイノベーションの創出や、業界全体の
⽣産性向上に向けた取組を⽀援しました。 

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
ました。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した。 

ウウ  規規格格・・認認証証のの活活⽤⽤  
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した。 

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 規格（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した。 

（（４４））⾷⾷品品ロロスス等等ををははじじめめととすするる環環境境問問題題へへのの
対対応応  

アア  ⾷⾷品品ロロススのの削削減減  
「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
た取組を進めました。 

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
等を推進しました。 

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
した。 

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
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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した。 

イイ  ⾷⾷品品産産業業分分野野ににおおけけるるププララススチチッッククごご
みみ問問題題へへのの対対応応  

「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
を実施しました。 

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した。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した。 

ウウ  気気候候変変動動リリススククへへのの対対応応    
（ア）TCFD 提⾔(気候変動リスク・機会に関

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)のガイダンス、取組
事例等を踏まえた⾷品関連事業者によ
る気候関連の情報開⽰の取組を推進し
ました。 

（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
ました。 

 
２２  ググロローーババルルママーーケケッットトのの戦戦略略的的なな開開拓拓  
（（１１））農農林林⽔⽔産産物物・・⾷⾷品品のの輸輸出出促促進進  

アア  輸輸出出阻阻害害要要因因のの解解消消等等にによよるる輸輸出出環環境境
のの整整備備  

（ア）「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⽉に農林⽔
産省に創設した農林⽔産物・⾷品輸出本

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、同本部で作成
した実⾏計画に従い、放射性物質や動植
物検疫に関する輸⼊規制の緩和・撤廃を
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、輸出証明書発⾏・区域指
定・施設認定の⼿続の⼀本化、輸出向け
の施設整備と登録認定機関制度を活⽤
した施設認定の迅速化、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した。 

（イ）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
つつ輸⼊規制の緩和・撤廃に向けた働き
掛けを実施しました。 

（ウ）⽇本産⾷品等の安全性や魅⼒に関する
情報を諸外国・地域に発信したほか、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。 

（エ）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した。 

（オ）輸出先となる事業者等から求められる
HACCP を含む⾷品安全マネジメント規
格、GAP（農業⽣産⼯程管理）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、コーデックス委員会が
定めるHACCP をベースとしたJFS 規格
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した。さらに、JFS 規
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格及び ASIAGAP の国内外への普及に向
けた取組を推進しました。 

（カ）ニーズに応じた専⾨家を産地に派遣し、
輸出先国・地域の残留農薬基準や植物防
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した。 

（キ）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
して⽀援しました。 

（ク）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、
輸出拡⼤を図りました。 

（ケ）輸出植物解禁協議を迅速化するため、
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した。 

（コ）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。 

イイ  海海外外へへのの商商流流構構築築、、ププロロモモーーシショョンンのの促促
進進  

（ア）農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤に向けて
官⺠⼀体となって「農林⽔産業の輸出⼒
強化戦略」（平成 28（2016）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。また、令和７（2025）年に２兆円、
令和 12（2030）年に５兆円の輸出額⽬標
を達成するため、「農林⽔産物・⾷品の
輸出拡⼤実⾏戦略」（令和２（2020）年
12 ⽉決定。以下「輸出拡⼤実⾏戦略」と
いう。）を決定し、マーケットインの体

制整備を図るとともに、輸出重点品⽬を
定め、品⽬ごとに輸出⽬標を設定しまし
た。 

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、そのフォローアップや、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、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
した。輸出拡⼤実⾏戦略に基づき、重点
品⽬について、輸出産地をリスト化しま
した。 

ｂ 国・地域及び品⽬を絞り込み、売り込
むべきメッセージを明確にした⽇本⾷品
海外プロモーションセンター（JFOODO）
による重点的・戦略的プロモーションを
⽀援しました。⽔産物、⽶・⽶加⼯品、
林産物、⻘果物、花き、畜産物、茶（荒
茶を含む）及び加⼯⾷品（菓⼦）の品⽬
別輸出団体に対し、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。 

ｃ 国内外の商談会の開催、海外⾒本市へ
の出展⽀援、セミナー開催、専⾨家によ
る相談対応、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、独⽴⾏政法⼈⽇本貿易振興機構
（JETRO）による総合的⽀援を実施しま
した。 

ｄ 輸出拡⼤が期待される具体的な分野・
テーマについて、団体・⺠間事業者等に
よる海外市場の開拓・拡⼤への取組を
JETRO を通じて⽀援しました。 

（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
る取組を推進しました。 

ａ ⽇本⾷・⾷⽂化の海外普及を通じて、
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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した。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
した。 

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
援しました。 

ｃ 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

セ イ バ ー

 JAPAN
ジ ャ パ ン

」として
認定し、⼀体的に海外に発信しました。
また、コロナ禍を踏まえオンライントリ
ップによる情報発信の⼿法に取り組みま
した。 

ｄ 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。 

ウウ  ⾷⾷産産業業のの海海外外展展開開のの促促進進  
（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

ました。 
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
に取り組みました。 

（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した。具体的
には、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 規
格の充実とその国際的普及に向けた取組
を官⺠が連携して推進しました。あわせ
て、JFS 規格の海外発信を⾏うとともに、
将来的に国際的な基準の策定等の過程に
参画できる⼈材の育成を⾒据え、産学官
の実務者レベルで議論を⾏いました。 

（（２２））知知的的財財産産等等のの保保護護・・活活⽤⽤  
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
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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 産品を消費者等に紹介
するフェア等を開催し、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、登録⽣産者団体等に対する
定期検査を⾏いました。 

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（INPIT）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。 

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」（令和 2 年
法律第 74 号）が第 203 回国会で成⽴しま
した。 

また、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。 

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」
（令和２年法律第 21 号）及び「家畜遺伝
資源に係る不正競争の防⽌に関する法律」
(令和２年法律第 22 号)が、令和２（2020）
年 10 ⽉に施⾏されました。 

  また、家畜遺伝資源の適正な流通管理の
徹底や知的財産としての価値の保護強化
を推進するため、新たな仕組みについて周
知徹底を図ったほか、全国の家畜⼈⼯授精

所への⽴⼊検査、家畜遺伝資源の利⽤者の
範囲等について制限を付す売買契約の普
及や家畜⼈⼯授精⽤精液等の流通を全国
的に管理するシステムの構築等を推進し
ました。 

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した。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した。 

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
的財産戦略の検討に着⼿しました。 

 
３３  消消費費者者とと⾷⾷・・農農ととののつつななががりりのの深深化化  
（（１１））⾷⾷育育やや地地産産地地消消のの推推進進とと国国産産農農産産物物のの消消

費費拡拡⼤⼤  
アア  国国⺠⺠運運動動ととししててのの⾷⾷育育のの推推進進  
（ア）「第３次⾷育推進基本計画」（平成 28

（2016）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
て国⺠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」国⺠運動を推進しました。 

イイ  地地域域ににおおけけるる⾷⾷育育のの推推進進  
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。 

ウウ  学学校校ににおおけけるる⾷⾷育育のの推推進進  
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
推進を図りました。 

エエ  国国産産農農産産物物のの消消費費拡拡⼤⼤のの促促進進  
（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
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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、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し
た。 

（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。 

（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。 

（（２２））和和⾷⾷⽂⽂化化のの保保護護・・継継承承  
和⾷⽂化を国⺠全体で保護・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、⼦供たちや⼦育て世代に対して
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、官⺠協働の
「Letʼs！和ごはんプロジェクト」の取組を
推進しました。 

（（３３））消消費費者者とと⽣⽣産産者者のの関関係係強強化化  
フード・アクション・ニッポン（アワー

ド、味の匠プロジェクト、ジャパンハーヴ
ェスト）の取組で EC（電⼦商取引）サイト
や SNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）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した。 

 
４４  国国際際的的なな動動向向等等にに対対応応ししたた⾷⾷品品のの安安全全確確

保保とと消消費費者者のの信信頼頼のの確確保保  
（（１１））科科学学のの進進展展等等をを踏踏ままええたた⾷⾷品品のの安安全全確確保保

のの取取組組のの強強化化  
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
ョンを実施しました。 

（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
した。 

（イ）試験研究や調査結果の科学的解析に基
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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。 

（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した。 

（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
進しました。 

（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した。 

（カ）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・強化しました。 

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、同
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し
た。 

（キ）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。 

アア  ⽣⽣産産段段階階ににおおけけるる取取組組  
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
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。 

（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
の確定を進めました。 

（イ）農薬については、平成 30（2018）年に
施⾏された改正後の「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。 

（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し
た。 

（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した。
また、薬剤耐性菌の全ゲノム解析結果を
活⽤し、伝播経路の解明に取り組みまし
た。 

イイ  製製造造段段階階ににおおけけるる取取組組  
（ア）「⾷品衛⽣法等の⼀部を改正する法律」

（平成 30 年法律第 46 号）に基づき、令
和３（2021）年６⽉から原則として全て
の⾷品等事業者に HACCP に沿った衛
⽣管理の実施が求められていることを
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、⼿引書を使った
HACCP 導⼊のモデル的な実証やオンラ
イン学習教材の作成等への⽀援、「⾷品
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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
よる施設整備に対する⾦融措置等の⽀
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）⻑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
したいわゆる「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。 

ウウ  輸輸⼊⼊にに関関すするる取取組組  
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。 

（（２２））⾷⾷品品表表⽰⽰情情報報のの充充実実やや適適切切なな表表⽰⽰等等をを通通
じじたた⾷⾷品品にに対対すするる消消費費者者のの信信頼頼のの確確保保  

アア  ⾷⾷品品表表⽰⽰のの適適正正化化等等  
（ア）「⾷品表⽰法」（平成 25 年法律第 70

号）及び「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した。また、外⾷・
中⾷における原料原産地表⽰について
は、「外⾷・中⾷における原料原産地情
報提供ガイドライン」（平成 31（2019）

年３⽉策定）に基づく表⽰の普及を図り
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。 

イイ  ⾷⾷品品トトレレーーササビビリリテティィのの普普及及啓啓発発    
（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。 

ウウ  消消費費者者へへのの情情報報提提供供等等    
（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
進めました。 

（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
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に関する情報を幅広く提供しました。 
 

５５  ⾷⾷料料供供給給ののリリススククをを⾒⾒据据ええたた総総合合的的なな⾷⾷
料料安安全全保保障障のの確確⽴⽴  

（（１１））不不測測時時にに備備ええたた平平素素かかららのの取取組組  
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、実施したほか、新
型コロナウイルスの世界的な感染拡⼤等、
⾷料供給を脅かす新たなリスクに適切に
対応するため、外部の有識者を交えて、今
後講じるべき⾷料安全保障施策について
検討を開始しました。 

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
成 24（2012）年に策定した「緊急事態⾷料
安全保障指針」について、⾷料供給を取り
巻く新たなリスクへの対応を強化するた
め、我が国の⾷料供給に影響を及ぼす緊急
の要因の追加や、平時からの関係府省との
連携を強化するための事務レベルの会合
の設置等について令和３（2021）年１⽉に
改正を⾏いました。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
図りました。 

（（２２））国国際際的的なな⾷⾷料料需需給給のの把把握握、、分分析析  
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、中⻑期の需給⾒通しを策定し、
これらを国⺠に分かりやすく発信しまし
た。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及び主要
農作物の作柄の把握・モニタリングに向け
た研究を⾏いました。 

（（３３））輸輸⼊⼊穀穀物物等等のの安安定定的的なな確確保保    
アア  輸輸⼊⼊穀穀物物のの安安定定供供給給のの確確保保  
（ア）⻨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。 

（イ）政府が輸⼊する⽶⻨について、残留農
薬等の検査を実施しました。 

（ウ）輸⼊依存度の⾼い⼩⻨について、港湾
スト等により輸⼊が途絶した場合に備
え、外国産⾷糧⽤⼩⻨需要量の 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。 

（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迫

ひ っ 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、不
測の事態により配合飼料の供給が困難
となった地域への配合飼料の緊急運搬、
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した。 

イイ  国国際際港港湾湾のの機機能能強強化化  
（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した。 

（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
を推進しました。 

ウウ  遺遺伝伝資資源源のの収収集集・・保保存存・・提提供供機機能能のの強強化化  
⾷料の安定供給と輸出拡⼤に資する品

種の育成・改良に貢献するため、国内外の
遺伝資源を収集・保存するとともに、有⽤
特性等のデータベース化に加え、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）の整備を進めることで、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。 

特に、海外植物遺伝資源については、⼆
国間共同研究等を実施する中で、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）を活⽤した相互利⽤を推
進することで、アクセス環境を整備しまし
た。 
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（（４４））国国際際協協⼒⼒のの推推進進    
アア  世世界界のの⾷⾷料料安安全全保保障障にに係係るる国国際際会会議議へへ

のの参参画画等等  
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
ました。 

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
発信しました。 

イイ  飢飢餓餓、、貧貧困困、、栄栄養養不不良良へへのの対対策策  
（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した。 

（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
を⽀援しました。 

ウウ  アアフフリリカカへへのの農農業業協協⼒⼒  
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に引き続き取
り組んだほか、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
しました。 

エエ  気気候候変変動動やや越越境境性性動動物物疾疾病病等等のの地地球球規規
模模のの課課題題へへのの対対策策  

（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、アフリカ豚熱
等の越境性動物疾病及び薬剤耐性対策
等を推進しました。 

（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、⼤規模災害等の緊急時
に備えるため、ASEAN＋３緊急⽶備蓄
（APTERR）の取組を推進しました。我
が国拠出事業については、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けた⼈々を⽀
援対象に追加する運⽤改善を⾏いまし
た。 

（（５５））動動植植物物防防疫疫措措置置のの強強化化  
ア 世界各国における⼝蹄疫、⾼病原性⿃イ

ンフルエンザ、アフリカ豚熱及び植物病害
⾍等の発⽣状況を踏まえ、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。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した。 

豚熱については、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した。
また、野⽣イノシシの対策として、捕獲強
化や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、平成 28（2016）
年以来３シーズンぶりに発⽣した、⾼病原
性⿃インフルエンザについては、迅速な防
疫措置の実施に必要な⼈的・物的⽀援を⾏
うとともに、飼養衛⽣管理の徹底について、
都道府県を通じた指導等を⾏いました。 
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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の検査体制
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。 

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
援しました。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した。 

 
６６  TTPPPP 等等新新たたなな国国際際環環境境へへのの対対応応、、今今後後のの国国

際際交交渉渉へへのの戦戦略略的的なな対対応応  
「成⻑戦略フォローアップ」（令和元（2019）

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。 

また、⽇英 EPA、RCEP(地域的な包括的経
済連携)協定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、我が国農
産品のセンシティビティに⼗分配慮しつつ、
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、交渉妥結した⽇英 EPA 及び
RCEP 協定において、我が国農産品の輸出拡
⼤につながる交渉結果を獲得しました。 

さらに、TPP11、⽇ EU・EPA、⽇⽶貿易
協定、⽇英 EPA 及び RCEP 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した。 

  
ⅢⅢ  農農業業のの持持続続的的なな発発展展にに関関すするる施施策策  
  
１１  ⼒⼒強強くく持持続続可可能能なな農農業業構構造造のの実実現現にに向向けけ

たた担担いい⼿⼿のの育育成成・・確確保保    
（（１１））認認定定農農業業者者制制度度やや法法⼈⼈化化等等をを通通じじたた経経営営

発発展展のの後後押押しし  
アア  担担いい⼿⼿へへのの重重点点的的なな⽀⽀援援のの実実施施  
（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
た⽀援を⾏いました。 

（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した。 

イイ  農農業業経経営営のの法法⼈⼈化化のの加加速速とと経経営営基基盤盤のの
強強化化  

（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）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。また、地
域外の経営体や販売⾯での異業種との
連携等を促進しました。さらに、農業法
⼈等が法⼈幹部や経営者となる⼈材を
育成するために実施する実践研修への
⽀援等を⾏いました。 

（ウ）集落営農について、法⼈化に向けた取
組の加速化や地域外からの⼈材確保、地
域外の経営体との連携や統合・再編等に
向けた⽅策について、検討を開始しまし

	Ⅲ	 農業の持続的な発展に関する施策
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た。 
ウウ  ⻘⻘⾊⾊申申告告のの推推進進  

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
者による⻘⾊申告を推進しました。 

（（２２））経経営営継継承承やや新新規規就就農農、、⼈⼈材材のの育育成成・・確確保保
等等  

アア  次次世世代代のの担担いい⼿⼿へへのの円円滑滑なな経経営営継継承承    
（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
推進しました。 

（イ）園芸施設、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
な継承を促進しました。 

イイ  農農業業をを⽀⽀ええるる⼈⼈材材のの育育成成ののたためめのの農農業業
教教育育のの充充実実  

（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 教育等、就農意欲を
喚起する取組を推進しました。また、⺠
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、農業教育の⾼度化のために必要
な施設・設備等の整備を推進しました。 

（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、農業⼤学校等への新たなカリキュ
ラム導⼊等、農業教育機関の⾼度化を推
進しました。 

（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しま
した。 

（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
施を⽀援しました。 

ウウ  ⻘⻘年年層層のの新新規規就就農農とと定定着着促促進進  
（ア）⻘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）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、⺠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した。 

（エ）農業法⼈等における実践研修への⽀援
に当たり、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
い職場環境整備を⾏う農業法⼈等を⽀
援することで、農業の「働き⽅改⾰」を
推進しました。 

（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、⺠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
発信を強化しました。 

（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した。 

（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した。 

エエ  ⼥⼥性性がが能能⼒⼒をを発発揮揮ででききるる環環境境整整備備  
（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
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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した。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した。 

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
を⽀援しました。加えて、⼥性農業者の知
恵と⺠間企業の技術、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
つなげました。  

（イ）平成 28（2016）年に施⾏された改正後
の「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、農業委員や農業協同組合役員につい
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し
た。 

オオ  企企業業のの農農業業参参⼊⼊  
企業の農業参⼊につなげていくことを

⽬的とした農業参⼊フェアを開催し、企業
の参⼊を促進しました。 

 
２２  農農業業現現場場をを⽀⽀ええるる多多様様なな⼈⼈材材やや主主体体のの活活

躍躍  
（（１１））中中⼩⼩・・家家族族経経営営ななどど多多様様なな経経営営体体にによよるる

地地域域のの下下⽀⽀ええ  
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した。 

（（２２））次次世世代代型型のの農農業業⽀⽀援援ササーービビススのの定定着着  
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
の育成・普及を推進しました。 

（（３３））多多様様なな⼈⼈材材がが活活躍躍ででききるる農農業業のの「「働働きき⽅⽅
改改⾰⾰」」のの推推進進  

ア 農業法⼈等が労働環境を改善しつつ⾏
う実践研修を⽀援することにより、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、従業員と共有する
ことを推進しました。 

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・普及を図りました。 

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
等を⽀援しました。 
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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マルチワー
ク（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した。 

 
３３  担担いい⼿⼿等等へへのの農農地地集集積積・・集集約約化化とと農農地地のの確確

保保  
（（１１））担担いい⼿⼿へへのの農農地地集集積積・・集集約約化化のの加加速速化化  

アア  「「⼈⼈・・農農地地ププラランン」」のの実実質質化化のの推推進進  
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、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した。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
めました。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した。 

イイ  農農地地中中間間管管理理機機構構ののフフルル稼稼働働  
農地中間管理機構の活⽤を促進し、農地

の集積・集約化を進めるため、「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」の実質化などを進めました。 

ウウ  所所有有者者不不明明農農地地へへのの対対応応のの強強化化  
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したほか、⺠事
基本法制の⾒直しの議論に参画しました。 

（（２２））荒荒廃廃農農地地のの発発⽣⽣防防⽌⽌・・解解消消、、農農地地転転⽤⽤許許
可可制制度度等等のの適適切切なな運運⽤⽤    

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・解消に努めました。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、プ
ロジェクト及び有識者から成る検討会を
開催して総合的に検討しました。 

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
めました。 

 

４４  農農業業経経営営のの安安定定化化にに向向けけたた取取組組のの推推進進  
（（１１））収収⼊⼊保保険険制制度度やや経経営営所所得得安安定定対対策策等等のの着着

実実なな推推進進  
アア  収収⼊⼊保保険険のの普普及及促促進進・・利利⽤⽤拡拡⼤⼤  

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・利⽤拡⼤を図りまし
た。具体的には、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
の取組を進めました。 

イイ  経経営営所所得得安安定定対対策策等等のの着着実実なな実実施施    
「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した。 
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（（２２））総総合合的的かかつつ効効果果的的ななセセーーフフテティィネネッットト対対
策策のの在在りり⽅⽅のの検検討討等等  

アア  総総合合的的かかつつ効効果果的的ななセセーーフフテティィネネッットト
対対策策のの在在りり⽅⽅のの検検討討  

収⼊保険においては、「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
した。 

イイ  ⼿⼿続続のの電電⼦⼦化化、、申申請請デデーータタのの簡簡素素化化等等のの
推推進進  

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・集約化を検討しました。 

 
５５  農農業業のの成成⻑⻑産産業業化化やや国国⼟⼟強強

きょう

靱靱
じん

化化にに資資すするる
農農業業⽣⽣産産基基盤盤整整備備  

農業の成⻑産業化や農村の振興、農業・農
村の強靱化に向けて、令和 3（2021）年度か
ら令和 7（2025）年度までを対象年度とする
新たな⼟地改良⻑期計画を策定しました。 

（（１１））農農業業のの成成⻑⻑産産業業化化にに向向けけたた農農業業⽣⽣産産基基盤盤
整整備備  

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した。 

イ ⾼収益作物の導⼊による新たな産地の
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した。 

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
した。 

（（２２））農農業業⽔⽔利利施施設設のの戦戦略略的的なな保保全全管管理理  
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、施設の徹底した⻑寿
命化とライフサイクルコストの低減を図
りました。 

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
正化を推進しました。 

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した。 

（（３３））農農業業・・農農村村のの強強
きょう

靱靱
じん

化化にに向向けけたた防防災災・・減減災災
対対策策  

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、
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 「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した。 

ウ 防災重点農業⽤ため池に係る防災⼯事
等を集中的かつ計画的に推進する「防災重
点農業⽤ため池に係る防災⼯事等の推進
に関する特別措置法」(令和２年法律第 56
号)が令和２（2020）年 10 ⽉に施⾏されま
した。同法に基づく都道府県の推進計画に
より防災⼯事等が集中的かつ計画的に推
進できるよう、補助制度の拡充や地⽅財政
措置の充実を図りました。 

エ 気候変動による降⾬量の増⼤や⽔害の
激甚化・頻発化が予測されるなど⽔災害リ
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スクの増⼤に備えるため、流域全体の治⽔
対策を検討する流域治⽔協議会に農業関
係者と連携して参画するとともに、⼤⾬に
より⽔害が予測される際に、①事前に農業
⽤ダムの⽔位を下げて⾬⽔を貯留する「事
前放流」、②⽔⽥に⾬⽔を⼀時的に貯留さ
せる「⽥んぼダム」、③ため池への⾬⽔の⼀
時的な貯留、④農作物への被害のみならず、
市街地や集落の湛

た ん

⽔
す い

被害も防⽌・軽減させ
る排⽔施設の整備等流域治⽔の取組を通
じた防災・減災対策を強化しました。 

オ 平成 31（2019）年４⽉に改定した排⽔の
計画基準に基づき、農業⽔利施設等の排⽔
対策を推進しました。 

カ 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。 

（（４４））農農業業・・農農村村のの構構造造のの変変化化等等をを踏踏ままええたた⼟⼟
地地改改良良区区のの体体制制強強化化    

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
の強化を推進しました。 

 
６６  需需要要構構造造等等のの変変化化にに対対応応ししたた⽣⽣産産基基盤盤のの

強強化化とと流流通通・・加加⼯⼯構構造造のの合合理理化化    
（（１１））⾁⾁⽤⽤⽜⽜・・酪酪農農のの⽣⽣産産拡拡⼤⼤ななどど畜畜産産のの競競争争

⼒⼒強強化化  
アア  ⽣⽣産産基基盤盤のの強強化化  
（ア）⽜⾁・⽜乳乳製品等畜産物の国内需要

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
推進しました。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
農の持続的成⻑を⽬指し、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した。 

（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・
定着を図りました。 

（ウ）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・酪農等の⽣産基盤を
強化しました。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
加を推進しました。 

（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した。 

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
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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
地域の飼料化可能な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。 

イイ  ⽣⽣産産基基盤盤強強化化をを⽀⽀ええるる環環境境整整備備  
（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
を推進しました。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・
利⽤の拡⼤等、国産飼料の⽣産・利⽤を
推進しました。 

（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
強化を推進するため、新たな仕組みにつ
いて周知徹底を図ったほか、全国の家畜
⼈⼯授精所への⽴⼊検査、家畜遺伝資源
の利⽤者の範囲等について制限を付す
売買契約の普及や家畜⼈⼯授精⽤精液
等の流通を全国的に管理するシステム
の構築等を推進しました。 

（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「畜舎等の建築等及び利⽤の
特例に関する法律案」を第 204 回国会に
提出しました。 

（（２２））新新たたなな需需要要にに応応ええるる園園芸芸作作物物等等のの⽣⽣産産体体

制制のの強強化化  
アア  野野菜菜  
（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
⼊を⽀援しました。 

（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
等を⽀援しました。 

（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
した。 

（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
対応機能の三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
の育成を⽀援しました。 

イイ  果果樹樹  
（ア）優良品⽬・品種への改植・新植及びそ

れに伴う未収益期間における幼⽊の管
理経費を⽀援しました。 

（イ）労働⽣産性の向上を図るため、平
へ い

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
械作業体系の導⼊等による労働⽣産性
を抜本的に⾼めたモデル産地の育成を
⽀援しました。 

（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
苗圃

ほ

場
じょう

の設置や花粉専⽤樹の植栽等を
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⽀援しました。 
ウウ  花花きき  
（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した。 

（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
な技術導⼊実証等を⽀援しました。 

エエ  茶茶、、⽢⽢味味資資源源作作物物等等のの地地域域特特産産物物  
（ア）茶 

令和２(2020)年４⽉に公表した「茶業
及びお茶の⽂化の振興に関する基本⽅針」
に基づき、消費者ニーズへの対応や輸出
の促進等に向け、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、てん茶等
の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。 

（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
めの⽀援を⾏いました。 

（ウ）薬⽤作物 
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

じ っ しょ う

圃
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。 
（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した。 

（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した。 

（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）が買い⼊れました。 

（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
取組を⽀援しました。 

（（３３））⽶⽶政政策策改改⾰⾰のの着着実実なな推推進進とと⽔⽔⽥⽥ににおおけけるる
⾼⾼収収益益作作物物等等へへのの転転換換  

アア  消消費費者者・・実実需需者者のの需需要要にに応応じじたた多多様様なな⽶⽶
のの安安定定供供給給  

（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、産地・⽣産者と実需者が結び付いた
事前契約や複数年契約による安定取引の
推進、⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦や新市
場開拓に向けた⽔⽥リノベーション事業
による⽀援、都道府県産別、品種別等の
きめ細かな需給・価格情報、販売進捗情
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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。 

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
みました。 

（イ）戦略作物の⽣産拡⼤、⾼収益作物への
転換 

ａ ⾷料⾃給率・⾷料⾃給⼒の維持向上を
図るため、⻨、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。 

ｂ 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した。 

（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戦略的輸出
基地（産地）のマッチングの推進、両者
が連携した輸出を拡⼤する国・地域にお
ける戦略的プロモーションの実施等に対
する⽀援を通じて、海外の需要開拓を図
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
ました。 

（エ）⽶の消費拡⼤ 
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した。 

（オ）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⻑
期安定的な取引の拡⼤を推進しました。 

ａ 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の需
要拡⼤に向けた取組の推進や⽣産と実需
の複数年契約による⻑期安定的な取引の
拡⼤等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製造⼯
程管理 JAS を制定しました。 

ｂ 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
取組を⽀援しました。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
たな取組⽣産と実需の複数年契約による
⻑期安定的な取引の拡⼤等を推進しまし
た。 

（カ）中⾷・外⾷需要への対応 
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。 

（キ）⽶の⽣産コスト 
⽶の⽣産については、農地の集積・集

約化による分散錯
さ く

圃
ほ

の解消や作付けの団
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、新市場開拓に向けた⽔⽥リノベ
ーション事業の活⽤等による⽣産コスト
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の低減等を推進しました。 
イイ  ⻨⻨・・⼤⼤⾖⾖  

短期的な変動はあるものの需要が中⻑
期的に安定・堅調に推移している国産⻨・
⼤⾖については、「⻨・⼤⾖増産プロジェク
ト」を設置し、実需の求める量・品質・価
格に応えるための産地の⽣産性の向上、⽣
産体制の強化、安定⽣産の実現等に向けた
課題の整理と対策の検討を⾏いました。 

ウウ  ⽶⽶・・⻨⻨・・⼤⼤⾖⾖等等のの流流通通  
「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
実施しました。また、⽶・⻨・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した。特に⽶につ
いては、⽞⽶輸送のフレキシブルコンテナ
バッグ利⽤の推進、精⽶物流の合理化に向
けた商慣⾏の⾒直し等によるホワイト物
流運動の推進に取り組みました。 

（（４４））農農業業⽣⽣産産⼯⼯程程管管理理のの推推進進とと効効果果的的なな農農作作
業業安安全全対対策策のの展展開開  

アア  農農業業⽣⽣産産⼯⼯程程管管理理のの推推進進  
農産物においては、令和 12（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、「国際⽔準
GAP ガイドライン（試⾏版）」を公表する
とともに、国際⽔準 GAP の普及に向けた
必要な取組を実施しました。また、畜産物
に お い て は 、 JGAP 家 畜 ・ 畜 産 物 や
GLOBALG.A.P.の認証取得の拡⼤を図り
ました。 

イイ  農農作作業業等等安安全全対対策策のの展展開開  
（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
の取組を強化しました。 

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、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した。 

（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した。 

（エ）農林⽔産業・⾷品産業の作業安全対策
について、「農林⽔産業・⾷品産業の現
場の新たな作業安全対策に関する有識
者会議」での議論を踏まえ、関係者の意
識啓発に活⽤するための「農林⽔産業・
⾷品産業の作業安全のための規範」を策
定しました。 

（（５５））良良質質かかつつ低低廉廉なな農農業業資資材材のの供供給給やや農農産産物物
のの⽣⽣産産・・流流通通・・加加⼯⼯のの合合理理化化  

ア 「農業競争⼒強化プログラム」（平成 28
（2016）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した。 

（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
検討を進めました。 

（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、スマート農業技術
の普及が期待される農業機械の製造事
業者等の参⼊を促進しました。 

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
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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、告⽰改正等を⾏うとともに、以下の取
組等を推進しました。 

（ア）農産物検査の⾼度化を進めるため、⼀
部項⽬は⽬視に代えて穀粒判別器によ
る鑑定を可能とする⾒直しを⾏いまし
た。 

（イ）⽞⽶物流の合理化につながるフレキシ
ブルコンテナバッグに推奨規格の設定
を⾏いました。 

（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
アンケート調査を⾏いました。 
また、令和２（2020）年７⽉に閣議決定

した規制改⾰実施計画を踏まえ、同年９⽉
に「農産物検査規格・⽶穀の取引に関する
検討会」を設置し、更なる検討を開始しま
した。この結果、令和３(2021)年３⽉まで
に、以下の結論を得ました。 

（ア）機械鑑定を前提とした農産物検査規格
の策定 

（イ）サンプリング⽅法の⾒直し 
（ウ）農産物検査証明における「皆掛重量」

の廃⽌ 
（エ）穀粒判別器等科学的検査の更なる精度

向上を図るため、AI 画像分析等による次
世代穀粒判別器の開発を推進 

（オ）スマートフードチェーンとこれを活⽤
した JAS 規格の制定 

 
７７  情情報報通通信信技技術術等等のの活活⽤⽤にによよるる農農業業⽣⽣産産・・流流

通通現現場場ののイイノノベベーーシショョンンのの促促進進  
（（１１））ススママーートト農農業業のの加加速速化化ななどど農農業業現現場場ででのの

デデジジタタルル技技術術のの利利活活⽤⽤のの推推進進  
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
装を推進しました。 

イ 農機メーカー、⾦融、保険等⺠間企業が

参画して令和 2(2020)年 4 ⽉に設⽴された
プラットフォームにおいて、農機のリー
ス・シェアリングやドローン操作の代⾏サ
ービスなど新たな農業⽀援サービスの創
出が進むよう、先⾏事例に関する情報共有
等を⾏いました。 

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、「圃場

ほ じ ょ う

間での
移動を含む遠隔監視による無⼈⾃動⾛⾏
システム」の実演を⾏い、「⽇本再興戦略
2016」（平成 28（2016）年６⽉閣議決定）
で掲げた⽬標を達成しました。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
くりに取り組みました。 

エ 関係府省協⼒の下、⼤学や⺠間企業等と
連携して、農業データ連携基盤(WAGRI)
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、市況データ等のニーズの⾼いオー
プンデータの実装を進めました。また、農
業者の利便性向上のため、複数の機器・シ
ステム間におけるデータ連携の実現に向
けて、農業機械メーカー、ICT ベンダー、
農業者、学識経験者等から構成される検討
会を⽴ち上げて検討を重ね、「農業分野に
おけるオープン API 整備に関するガイド
ライン ver1.0」を策定しました。 

オ 農林⽔産省内に部局横断的な「スマート
農業プロジェクト」を⽴ち上げ、スマート
農業の実証を進めていく中で明らかにな
ってきた様々な課題の解決とスマート農
業の加速化に向けた施策の⽅向性を令和 2
（2020）年 10 ⽉に「スマート農業推進総
合パッケージ（令和３（2021）年２⽉改訂）」
として取りまとめました。 

カ 農業者と連携しデジタル技術の開発・普
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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の推進に
向けた検討を⾏いました。 

（（２２））  農農業業施施策策のの展展開開ににおおけけるるデデジジタタルル化化のの
推推進進  

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した。 

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した。 

ウ eMAFF の利⽤を進めながら、デジタル
地図を活⽤して、農地台帳、⽔⽥台帳等の
農地の現場情報を統合し、農地の利⽤状況
の現地確認等の抜本的な効率化・省⼒化を
図るための「農林⽔産省地理情報共通管理
システム」の開発に向けた検討を⾏いまし
た。 

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
を⽬指しました。 

（（３３））イイノノベベーーシショョンン創創出出・・技技術術開開発発のの推推進進    
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

ました。 
アア  研研究究開開発発のの推推進進  

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「官⺠研究開発投資拡⼤プログラム
（PRISM）」等を活⽤して研究開発を推進
しました。 

また、総合科学技術・イノベーション会
議が決定したムーンショット⽬標５「2050
年までに、未利⽤の⽣物機能等のフル活⽤
により、地球規模でムリ・ムダのない持続
的な⾷料供給産業を創出」を実現するため、
困難だが実現すれば⼤きなインパクトが
期待される挑戦的な研究開発（ムーンショ
ット型研究開発）を開始しました。 

さらに、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・戦略的に推進しました。 

加えて、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
しました。また、⺠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
な海外市場の獲得を推進しました。 

イイ  国国際際農農林林⽔⽔産産業業研研究究のの推推進進  
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、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
ける海外研究機関等との積極的な MOU
（研究協定覚書）の締結や拠点整備の取組
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を⽀援しました。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
しました。 

ウウ  科科学学にに基基づづくく⾷⾷品品安安全全、、動動物物衛衛⽣⽣、、植植物物
防防疫疫等等のの施施策策にに必必要要なな研研究究のの更更ななるる推推進進  

（ア）「レギュラトリーサイエンス研究推進
計画」（平成 27（2015）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、⺠間企業、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。 

（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した。 

（ウ）レギュラトリーサイエンスに属する研
究事業の成果を国⺠に分かりやすい形
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。 

（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した。 

エエ  戦戦略略的的なな研研究究開開発発をを推推進進すするるたためめのの環環
境境整整備備  

（ア）「農林⽔産研究における知的財産に関
する⽅針」（平成 28（2016）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、専

⾨家による指導・助⾔等を⾏うとともに、
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。 

（イ）最先端技術の研究開発及び実⽤化に向
けて、国⺠への分かりやすい情報発信、
意⾒交換を⾏い、国⺠に受け⼊れられる
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、国⺠の理
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した。 

（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
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
（2013）年 12 ⽉策定）に基づく取組等
を推進しました。 

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。 

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した。
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。 

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
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に、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
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。 

オオ  開開発発技技術術のの迅迅速速なな普普及及・・定定着着  
（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
トフォーム作りのため、「知」の集積
と活⽤の場の産学官連携協議会におい
て、Web を活⽤したポスターセッショ
ン、セミナー等を開催し、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
された研究コンソーシアムの研究開発
を、国と⺠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
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、⺠間企業等の地
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。 

（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
導員が試験研究機関や⺠間企業等と連携
して農業者に直接接して⾏う技術・経営
指導等を推進しました。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取
組を強化しました。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
推進しました。 

 
８８  気気候候変変動動へへのの対対応応等等環環境境政政策策のの推推進進  

⾷料・農林⽔産業の⽣産⼒向上と持続性の
両⽴をイノベーションで実現させるため、中
⻑期的な観点から戦略的に取り組む政策⽅
針として「みどりの⾷料システム戦略」を検
討し、令和３（2021）年３⽉に中間取りまと
めを決定しました。 

（（１１））気気候候変変動動にに対対すするる緩緩和和・・適適応応策策のの推推進進  
ア 「農林⽔産省地球温暖化対策計画」（平成

29（2017）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
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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。 

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した。ま
た、家畜由来の GHG 排出量の国連への報
告の算出に必要な消化管由来のメタン量
等のデータを収集するための基礎調査を
⾏いました。 

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、「廃棄物処理施設整備計画」（平成 30
（2018）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 ⾷品関連事業者の TCFD 提⾔に基づく
気候リスク・機会に関する情報開⽰のため
の⼿引きの作成、農林漁業関係の脱炭素技
術紹介資料の作成、カーボンフットプリン
トのニーズ調査等を実施し、フードサプラ
イチェーンにおける脱炭素化の実践とそ
の可視化（⾒える化）を推進しました。 

ク 「気候変動適応計画」（平成 30（2018）
年 11 ⽉策定）及び「農林⽔産省気候変動
適応計画」（平成 30（2018）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）中⻑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）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
⼿引きを作成しました。 

（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及び適応策
の実践を促進するために、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した。 

ケ 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
取組を推進しました。 

（（２２））⽣⽣物物多多様様性性のの保保全全及及びび利利⽤⽤    
ア 「農林⽔産省⽣物多様性戦略」（平成 24

（2012）年２⽉改定）に基づき、⽥園地域
や⾥地・⾥⼭の保全・管理を推進しました。 

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・消費の達成に向けてグローバルな
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、「農林⽔
産省⽣物多様性戦略」を改定するため、有
識者検討会を開催しました。 

ウ 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
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における⽣物多様性保全活動を推進しま
した。 

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
ました。 

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、
輸⼊時のモニタリング検査及び特定の⽣
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。 

カ 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、
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した。 

（（３３））有有機機農農業業のの更更ななるる推推進進    
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、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し
た。 

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
の構築を進めました。 

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
りを進めました。 

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し

た。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
しを⾏いました。 

（（４４））⼟⼟づづくくりりのの推推進進    
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した。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・評価を推進しまし
た。 

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、その広域流通・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
した。 

（（５５））農農業業分分野野ににおおけけるるププララススチチッッククごごみみ問問題題
へへのの対対応応  

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した。 

（（６６））農農業業のの⾃⾃然然循循環環機機能能のの維維持持増増進進ととココミミュュ
ニニケケーーシショョンン  

ア 有機農業を消費者に分かりやすく伝え
る取組を推進しました。 

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、令和２（2020）
年６⽉に官⺠協働のプラットフォームで
ある「あふの環（わ）2030 プロジェクト〜
⾷と農林⽔産業のサステナビリティを考
える〜」を⽴ち上げ、持続可能な消費を促
進するためのサステナウィーク等を実施
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しました。 
  
ⅣⅣ  農農村村のの振振興興にに関関すするる施施策策  
  
１１  地地域域資資源源をを活活⽤⽤ししたた所所得得とと雇雇⽤⽤機機会会のの確確

保保  
（（１１））中中⼭⼭間間地地域域等等のの特特性性をを活活かかししたた複複合合経経営営

等等のの多多様様なな農農業業経経営営のの推推進進  
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した。 

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した。 

ウ 中⼭間地域等の特⾊を活かした営農の
確⽴と所得の確保に向けて、地域のニーズ
に応じて、農業⽣産を⽀える⽔路、圃場

ほ じ ょ う

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した。 

（（２２））地地域域資資源源のの発発掘掘・・磨磨きき上上げげとと他他分分野野ととのの
組組合合せせ等等をを通通じじたた所所得得とと雇雇⽤⽤機機会会のの確確保保  

アア  農農村村発発イイノノベベーーシショョンンををははじじめめととししたた
地地域域資資源源のの⾼⾼付付加加価価値値化化のの推推進進  

（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
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）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
しました。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
情報提供しました。 

（オ）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認知度向上、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。 

イイ  農農泊泊のの推推進進  
（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
活かして魅⼒ある観光コンテンツを開
発するための専⾨家派遣等の取組、農家
⺠宿や古⺠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、

	Ⅳ	 農村の振興に関する施策
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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
村を都市部の住⺠との交流の場等とし
て活⽤する取組を⽀援しました。 

ウウ  ジジビビエエ利利活活⽤⽤のの拡拡⼤⼤  
（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した。 

（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
（2014）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
実証を実施しました。 

エエ  農農福福連連携携のの推推進進    
「農福連携等推進ビジョン」（令和元年

（2019）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した。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
めの研修を実施しました。 

オオ  農農村村へへのの農農業業関関連連産産業業のの導導⼊⼊等等  
（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
の成⻑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
推進しました。 

（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
ました。 

（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」の創出・推進に向けた活動
を⽀援しました。 

（（３３））地地域域経経済済循循環環のの拡拡⼤⼤  
アア  ババイイオオママスス・・再再⽣⽣可可能能エエネネルルギギーーのの導導⼊⼊、、

地地域域内内活活⽤⽤  
（ア）バイオマスを基軸とする新たな産業の

振興 
ａ 「バイオマス活⽤推進基本計画」（平成

28（2016）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。 

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
施しました。 

（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
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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。 

（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
を⽀援しました。 

（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
推進しました。 

（ｄ）バイオマス由来の新素材開発を推進
しました。 

（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
ました。 

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した。 

イイ  農農畜畜産産物物やや加加⼯⼯品品のの地地域域内内消消費費  
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した。 

ウウ  農農村村ににおおけけるるSSDDGGssのの達達成成にに向向けけたた取取組組
のの推推進進    

（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した。 

（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、市
町村が中⼼となって、地域産業、地域住
⺠が参画し、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
いました。 

（ウ）農村における SDGs の達成に向けた取
組事例を動画コンテストやパンフレッ
トの作成を通じて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した。 

（（４４））多多様様なな機機能能をを有有すするる都都市市農農業業のの推推進進    
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、都市住⺠の理解の
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した。 

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した。 

 
２２  中中⼭⼭間間地地域域等等ををははじじめめととすするる農農村村にに⼈⼈がが
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住住みみ続続けけるるたためめのの条条件件整整備備  
（（１１））地地域域ココミミュュニニテティィ機機能能のの維維持持やや強強化化  

アア  世世代代をを超超ええたた⼈⼈々々にによよるる地地域域ののビビジジョョ
ンンづづくくりり  

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
したほか、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
ました。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した。 

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、プロジ
ェクト及び有識者から成る検討会を開催
して総合的に検討しました。 

イイ  「「⼩⼩ささなな拠拠点点」」のの形形成成のの推推進進  
（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
ました。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
落との間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。 

ウウ  地地域域ココミミュュニニテティィ機機能能のの形形成成ののたためめのの
場場づづくくりり  

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、公⺠館が 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した。 

（（２２））多多⾯⾯的的機機能能のの発発揮揮のの促促進進  
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した。 

アア  多多⾯⾯的的機機能能⽀⽀払払制制度度  
（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
る活動を⽀援しました。 

（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・効率化を進めました。 

イイ  中中⼭⼭間間地地域域等等直直接接⽀⽀払払制制度度  
（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）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、将来に向けた活動を⽀援しまし
た。 

ウウ  環環境境保保全全型型農農業業直直接接⽀⽀払払制制度度  
（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
した。 

（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し
た。 

エエ  森森林林・・⼭⼭村村多多⾯⾯的的機機能能発発揮揮対対策策  
地域住⺠等が集落周辺の⾥⼭林におい
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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
推進しました。 

（（３３））⽣⽣活活イインンフフララ等等のの確確保保  
アア  住住居居、、情情報報基基盤盤、、交交通通等等のの⽣⽣活活イインンフフララ

等等のの確確保保  
（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・
整備を推進しました。 

（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した。 

（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
備を推進しました。 

（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した。 

（ｅ）令和２（2020）年１⽉に施⾏された
改正後の「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
を推進しました。 

（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した。 

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・効果的に推進しました。 

（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
援しました。 

（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、⻑寿命化や⽼
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。 

（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した。 

（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
進しました。 

（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した。 

（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。 

（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
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もに、⺠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。 

（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 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。 

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した。 

ｅ 地域住⺠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。 

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した。 

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
しました。 

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
町村独⾃の取組や⺠間事業者と連携した
取組を推進しました。 

（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した。 

（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

診療所等による住⺠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。 

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
した。 

（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⺠の⽣
命・財産及び⽣活環境の保全を図りまし
た。特に、「防災・減災、国⼟強靱

き ょ うじ ん

化のた
めの３か年緊急対策」（平成 30（2018）
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。 

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
として住⺠に提供するなどのソフト対策
を推進しました。 

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した。 

ｄ 激甚な⽔害の発⽣や床上浸⽔の頻発に
より、国⺠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。 
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ｅ ⼟砂災害の発⽣のおそれのある箇所に
おいて、砂防堰堤

え ん 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。 

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
ました。 

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した。 

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
実施しました。 

ｉ 農地災害等を防⽌するため、ハード対
策に加え、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、地域住⺠の
安全な⽣活の確保を図りました。 

ｊ 橋梁
きょうりょう

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。 

イイ  定定住住条条件件整整備備ののたためめのの総総合合的的なな⽀⽀援援  
（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
⽀援しました。 

（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した。 

（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
しました。 

（（４４））⿃⿃獣獣被被害害対対策策等等のの推推進進  
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、関係府省庁が連携・協⼒し、個体数等
の削減に向けて、被害防⽌対策を推進しま
した。特にシカ・イノシシについては、令
和５（2023）年度までに平成 23（2011）年
度⽐で⽣息頭数を半減させる⽬標の達成
に向けて、狩猟期間における広域での集中
的な捕獲を⾏う「集中捕獲キャンペーン」
を展開するなど、関係府省庁等と連携しな
がら、捕獲の強化を推進しました。 

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。 

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
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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 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、⿃獣被害
対策の担い⼿となる⼈材の掘り起こしや、
市町村等とのマッチングを⽬的としたセ
ミナーを実施しました。 

キ ICT 等を活⽤した効率的なスマート捕
獲の技術の開発・普及を推進しました。 

 
３３  農農村村をを⽀⽀ええるる新新たたなな動動ききやや活活⼒⼒のの創創出出  
（（１１））地地域域をを⽀⽀ええるる体体制制及及びび⼈⼈材材づづくくりり  

アア  地地域域運運営営組組織織のの形形成成等等をを通通じじたた地地域域をを
持持続続的的にに⽀⽀ええるる体体制制づづくくりり  

（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
討しました。 

（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
域化等を⽀援しました。 

イイ  地地域域内内のの⼈⼈材材のの育育成成及及びび確確保保  
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」（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マルチワー
ク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した。 

ウウ  関関係係⼈⼈⼝⼝のの創創出出・・拡拡⼤⼤やや関関係係のの深深化化をを通通
じじたた地地域域のの⽀⽀ええととななるる⼈⼈材材のの裾裾野野のの拡拡⼤⼤  

（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
る取組を⽀援しました。 

（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
ました。 

（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
を⾏いました。 

（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した。 

エエ  多多様様なな⼈⼈材材のの活活躍躍にによよるる地地域域課課題題のの解解
決決    

「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
して⽀援しました。また、⺠間事業者と連
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、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した。 

（（２２））農農村村のの魅魅⼒⼒のの発発信信  
アア  副副業業・・兼兼業業ななどどのの多多様様ななラライイフフススタタイイルル

のの提提⽰⽰  
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在り⽅につ
いて検討しました。 

イイ  棚棚⽥⽥地地域域のの振振興興とと魅魅⼒⼒のの発発信信  
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
しました。 

ウウ  様様々々なな特特⾊⾊ああるる地地域域のの魅魅⼒⼒のの発発信信  
（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し
た。 

（イ）「歴史的砂防施設の保存活⽤ガイドラ
イン」（平成 15（2003）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
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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。 

（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した。 

（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した。 

（オ）良好な農村景観の再⽣・保全を図るた
め、農⽤地や⽔路等の適切な保全管理に
より、良好な景観形成や⽣態系保全を推
進しました。 

（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
ました。 

（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
づくりを推進しました。 

（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した。 

（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
た⺠俗⽂化財に関して、特に重要なもの
を重要有形⺠俗⽂化財や重要無形⺠俗
⽂化財に指定するとともに、その修理や
伝承事業等を⽀援しました。 

（コ）保存及び活⽤が特に必要とされる有形
の⺠俗⽂化財について登録有形⺠俗⽂
化財に登録するとともに、保存箱等の修
理・新調を⽀援しました。 

（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
援しました。 

（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
⾏いました。 

（（３３））多多⾯⾯的的機機能能にに関関すするる国国⺠⺠のの理理解解のの促促進進等等  
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認知度向上、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。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、国⺠への理解の促進・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、研究等を進めました。 

 
４４  ⅣⅣ１１〜〜３３にに沿沿っったた施施策策をを継継続続的的にに進進めめるる

たためめのの関関係係府府省省でで連連携携ししたた仕仕組組みみづづくくりり  
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
や⺠間とともに、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
討を⾏いました。 

  
ⅤⅤ  東東⽇⽇本本⼤⼤震震災災かかららのの復復旧旧・・復復興興とと⼤⼤	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
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規規模模⾃⾃然然災災害害へへのの対対応応にに関関すするる施施策策  
  
１１  東東⽇⽇本本⼤⼤震震災災かかららのの復復旧旧・・復復興興  

「「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（2019）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
（2017）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。 

（（１１））地地震震・・津津波波災災害害かかららのの復復旧旧・・復復興興  
アア  農農地地等等のの⽣⽣産産基基盤盤のの復復旧旧・・整整備備  
（ア）被災した農地や農業⽤施設等の着実な

復旧を進めました。 
（イ）地震により損壊のおそれがある農業⽔

利施設の改修・整備等を実施しました。 
（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（2013）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。 

イイ  経経営営のの継継続続・・再再建建  
（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した。 

（イ）海⽔が流⼊した浸⽔農地においても、
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。 
ウウ  東東⽇⽇本本⼤⼤震震災災農農業業⽣⽣産産対対策策交交付付⾦⾦にによよ

るる⽣⽣産産⼿⼿段段のの回回復復    
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。 

エエ  再再⽣⽣可可能能エエネネルルギギーーのの導導⼊⼊  
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。 

オオ  農農⼭⼭漁漁村村対対策策  
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。 

カカ  東東⽇⽇本本⼤⼤震震災災復復興興交交付付⾦⾦  
（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
ました。 

（イ）震災によって著しい被害を受けた地域
において、畦畔

け い 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）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した。 

（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
しました。 

（（２２））原原⼦⼦⼒⼒災災害害かかららのの復復旧旧・・復復興興  
アア  ⾷⾷品品中中のの放放射射性性物物質質のの検検査査体体制制及及びび⾷⾷

品品のの出出荷荷制制限限  
（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
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査計画策定の⽀援、都道府県等からの依
頼に応じた⺠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、独⽴⾏政法⼈国⺠⽣活センターと共
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。 

イイ  稲稲のの作作付付再再開開にに向向けけたた⽀⽀援援    
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した。 

ウウ  放放射射性性物物質質のの吸吸収収抑抑制制対対策策    
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。 

エエ  農農業業系系副副産産物物循循環環利利⽤⽤体体制制のの再再⽣⽣・・確確⽴⽴    
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。 

オオ  避避難難区区域域等等のの営営農農再再開開⽀⽀援援  
（ア）避難区域等において、除染完了後から

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け・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）福島相双復興官⺠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した。 

（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した。 

カカ  農農産産物物等等輸輸出出回回復復  
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
つつ輸⼊規制の緩和・撤廃に向けた働き掛
けを実施しました。 

キキ  福福島島県県産産農農産産物物等等のの⾵⾵評評のの払払拭拭    
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。 

クク  農農産産物物等等消消費費拡拡⼤⼤推推進進    
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、官⺠の連携に
よる取組を推進しました。 

ケケ  農農地地⼟⼟壌壌等等のの放放射射性性物物質質のの分分布布状状況況等等
のの推推移移にに関関すするる調調査査    

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。 

ココ  放放射射性性物物質質対対策策技技術術のの開開発発    
被災地の営農再開のため、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。 

ササ  たためめ池池等等のの放放射射性性物物質質ののモモニニタタリリンンググ
調調査査、、たためめ池池等等のの放放射射性性物物質質対対策策  

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。 

シシ  東東電電福福島島第第⼀⼀原原発発事事故故でで被被害害をを受受けけたた
農農林林漁漁業業者者へへのの賠賠償償等等  

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
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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。 

スス  ⾷⾷品品とと放放射射能能にに関関すするるリリススククココミミュュニニ
ケケーーシショョンン  

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。 

セセ  福福島島再再⽣⽣加加速速化化交交付付⾦⾦  
（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
等を⽀援しました。 

（イ）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）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）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。 

 
２２  ⼤⼤規規模模⾃⾃然然災災害害へへのの備備ええ  
（（１１））災災害害にに備備ええるる農農業業経経営営のの取取組組のの全全国国展展開開

等等  
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、農業版
BCP の策定等、災害に備える農業経営に向
けた取組を全国展開しました。 

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した。 

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した。 

エ 基幹的な畜産関係施設等における⾮常
⽤電源確保対策を推進しました。 

（（２２））異異常常気気象象ななどどののリリススククをを軽軽減減すするる技技術術のの
確確⽴⽴・・普普及及  

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
む産地を⽀援しました。 

（（３３））農農業業・・農農村村のの強強靱靱
きょうじん

化化にに向向けけたた防防災災・・減減災災
対対策策  

「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・
ため池の整備や農業⽤ハウスの災害被害
防⽌等に取り組むとともに、令和３（2021）
年度以降の対策として中⻑期的に取り組
むべき国⼟強靱化施策を加速化・深化させ
るため「防災・減災、国⼟強靱化のための
５か年加速化対策」を閣議決定しました。 

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、
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 「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
ました。 

ウ 防災重点農業⽤ため池に係る防災⼯事
等を集中的かつ計画的に推進する「防災重
点農業⽤ため池に係る防災⼯事等の推進
に関する特別措置法」（令和２年法律第 56
号）が令和２（2020）年 10 ⽉に施⾏され
ました。同法に基づく都道府県の推進計画
により防災⼯事等が集中的かつ計画的に
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推進できるよう、補助事業制度の拡充や地
⽅財政措置の充実を図りました。 

エ 気候変動による降⾬量の増⼤や⽔害の
激甚化・頻発化が予測されるなど⽔災害リ
スクの増⼤に備えるため、流域全体の治⽔
対策を検討する流域治⽔協議会に農業関
係者と連携して参画するとともに、⼤⾬に
より⽔害が予測される際に、①事前に農業
⽤ダムの⽔位を下げて⾬⽔を貯留する「事
前放流」、②⽔⽥に⾬⽔を⼀時的に貯留さ
せる「⽥んぼダム」、③ため池への⾬⽔の⼀
時的な貯留、④農作物への被害のみならず、
市街地や集落の湛

た ん

⽔
す い

被害も防⽌・軽減させ
る排⽔施設の整備等流域治⽔の取組を通
じた防災・減災対策を強化しました。 

オ 平成 31（2019）年４⽉に改定した排⽔の
計画基準に基づき、農業⽔利施設等の排⽔
対策を推進しました。 

カ 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。 

（（４４））初初動動対対応応ををははじじめめととししたた災災害害対対応応体体制制のの
強強化化  

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
強化しました。 

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
充実を図りました。 

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
を図りました。 

（（５５））不不測測時時ににおおけけるる⾷⾷料料安安定定供供給給ののたためめのの備備
ええのの強強化化  

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

⼒体制を構築しました。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した。 

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、国⺠への安定供給を確保
するため、100 万 t 程度（令和２（2020）
年６⽉末時点）の備蓄保有を⾏いました。 

ウ 輸⼊依存度の⾼い⼩⻨について、⼤規模
⾃然災害の発⽣時にも安定供給を確保す
るため、外国産⾷糧⽤⼩⻨需要量の 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。 

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
飼料の急激な逼迫

ひ っ 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した。 

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
普及啓発を⾏いました。 

 
３３  ⼤⼤規規模模⾃⾃然然災災害害かかららのの復復旧旧  

令和２（2020）年度は、令和２年７⽉豪⾬、
令和２年から３年までの冬期の⼤雪等によ
り、農作物、農業⽤機械、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た
ことから、以下の施策を講じました。 

（（１１））災災害害復復旧旧事事業業のの早早期期実実施施  
ア 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
期復旧を⽀援しました。 

イ 農地・農業⽤施設、共同利⽤施設、⼭林
施設、漁港施設等の被害に対して、災害復
旧事業等により早期復旧を図りました。ま
た、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
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化を進めるとともに、査定前着⼯制度の活
⽤を促進しました。 

（（２２））激激甚甚災災害害指指定定  
被害が特に⼤きかった「令和２年５⽉ 15

⽇から７⽉ 31 ⽇までの間の豪⾬による災
害（令和２年梅⾬前線豪⾬等）」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。 

（（３３））被被災災農農林林漁漁業業者者等等のの資資⾦⾦需需要要へへのの対対応応  
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、７⽉豪⾬等により被災
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。 

（（４４））共共済済⾦⾦のの迅迅速速かかつつ確確実実なな⽀⽀払払  
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並びに収⼊保
険に係るつなぎ融資の実施等が図られる
よう、農業共済団体を指導しました。 

（（５５））特特別別対対策策のの実実施施  
アア  令令和和２２年年７７⽉⽉豪豪⾬⾬にによよるる被被災災農農林林漁漁業業

者者へへのの⽀⽀援援  
令和２年７⽉豪⾬により、九州地⽅を中

⼼に全国各地域で、果樹・⽔稲・葉たばこ
の浸⽔被害、農業⽤ハウス・機械・施設の
損壊、林地荒廃等、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２（2020）年７⽉５⽇、「緊急⾃然災
害対策本部」を設置し、被災した農林漁業
者が営農意欲を失わず⼀⽇も早く経営再
建できるように、令和２（2020）年７⽉ 30
⽇に「令和２年７⽉豪⾬による農林⽔産関
係被害への⽀援対策について」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、農業⽤機械、共同利⽤施
設等の導⼊等の⽀援、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
等の⽀援及び災害への対応強化と⽣産性
の向上等を⼀体的に図る取組等への⽀援、
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災
害廃棄物処理事業の周知、⑫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。 

イイ  令令和和２２年年かからら３３年年ままででのの冬冬期期のの⼤⼤雪雪にに
よよるる被被災災農農林林漁漁業業者者へへのの⽀⽀援援  

令和２年 12 ⽉からの⼤雪により、東北
及び北陸地⽅を中⼼に、農業⽤ハウスや畜
舎等の倒壊、果樹の枝折れ、倒伏等、多く
の被害が発⽣したことから、農林⽔産省で
は、令和２（2020）年 12 ⽉ 17 ⽇、「緊急
⾃然災害対策本部」を設置し、被災した農
林漁業者の不安に応え、⼀⽇も早く経営再
開できるように、令和３（2021）年２⽉２
⽇に「令和２年から３年までの冬期の⼤雪
による被災農林漁業者への⽀援対策につ
いて」を決定・公表しました。 

具体的には、①共済⾦等の早期⽀払、②
災害関連資⾦の措置、③農業⽤ハウス、共
同利⽤施設等の導⼊の⽀援、④経営再開、
経営継続に向けた⽀援、⑤災害復旧事業等
の促進、⑥⿃獣被害防⽌施設の復旧等の⽀
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災害廃棄物処理
事業の周知、⑩地⽅財政措置による⽀援等
を⾏いました。 

（（６６））そそのの他他のの施施策策  
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
われるための通知の発出や、MAFF アプリ
や SNS 等を活⽤し農林漁業者等に向けて
予防減災に必要な情報を発信しました。 
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ⅥⅥ  団団体体にに関関すするる施施策策  

  
アア  農農業業協協同同組組合合系系統統組組織織  

平成 28（2016）年に施⾏された改正後の
「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。 

イイ  農農業業委委員員会会系系統統組組織織  
平成28（2016）年に施⾏された改正後の

「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、制度の円滑な運
⽤を推進しました。また、担い⼿への農地
集積等、農地利⽤の最適化を推進するため、
同法による「⼈・農地プラン」の実質化の
取組に、農地利⽤最適化推進委員の積極的
な参加を促進しました。 

ウウ  農農業業共共済済団団体体    
農業保険について、⾏政機関、農業協同

組合等の関係団体、農外の専⾨家等と連携
した推進体制を構築しました。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し
た。 

エエ  ⼟⼟地地改改良良区区  
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、
「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
しました。 

  
ⅦⅦ  ⾷⾷とと農農にに関関すするる国国⺠⺠運運動動のの展展開開等等

をを通通じじたた国国⺠⺠的的合合意意のの形形成成にに関関すするる
施施策策  
 

⾷と環境を⽀える農業・農村への国⺠の理

解の醸成を図るため、消費者・⾷品関連事業
者・⽣産者団体を含めた官⺠協働による、⾷
と農とのつながりの深化に着⽬した新たな
国⺠運動のために必要な措置を講じました。 

  
ⅧⅧ  新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症ををははじじ

めめととすするる新新たたなな感感染染症症へへのの対対応応  
 
 国⺠への⾷料の安定供給を最優先に、新型
コロナウイルス感染症の影響を受けた農林
漁業者・⾷品事業者が⽣産を継続していくた
めの施策を実施しました。 

（１）経営継続補助⾦により、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を克服するために、感染
拡⼤防⽌対策を⾏いつつ、販路回復・開拓
や事業継続・転換のための機械・設備の導
⼊や⼈⼿不⾜解消の取組を総合的に⽀援
することによって、地域を⽀える農林漁業
者の経営の継続を図りました。 

（２）インバウンドや外⾷需要の減少、輸出の
停滞等により、在庫の滞留や価格の低下、
売上げの減少等の影響が顕著な国産農林
⽔産物等（⽜⾁、花き、果物、林⽔産物等）
について、農林漁業団体等が⾏う販売促進
等の取組を⽀援しました。また、このよう
な取組を⼀層推進するため、対策全体を「#
（ハッシュタグ）元気いただきますプロジ
ェクト」とし、消費者に対し、国産農林⽔
産物等を⾷べて⽣産者を応援することを
呼びかけました。 

（３）インバウンド需要の減少、外出⾃粛等の
影響が⽣じている事業等に対し、官⺠⼀体
型の需要喚起キャンペーンの⼀環として、
飲⾷店の需要喚起に取り組む「Go To Eat
キャンペーン」を実施しました。 

（４）⾁⽤⽜の計画的出荷に伴う追加費⽤や⾁
⽤⽜肥育⽣産におけるコスト低減等の取
組、在庫が⾼⽔準にある脱脂粉乳やバター
を需要のある分野で活⽤する取組を⽀援
するほか、新型コロナウイルス感染症が発
⽣した畜産農場等の事業継続のための代

	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
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替要員の派遣等を⽀援しました。 
（５）⼊国制限による外国⼈材の不⾜等に対応

するため、労働⼒の確保や農業⽣産を⽀え
る⼈材の育成・確保に向けた取組を⽀援し
ました。 

（６）農林漁業者の資⾦繰りに⽀障が⽣じない
よう、⾦融機関に対する適時・適切な貸出、
担保徴求の弾⼒化等の対応の要請、農林漁
業セーフティネット資⾦等の経営維持・再
建に必要な資⾦の実質無利⼦・無担保化等
の措置、また⾷品関連事業者の債務保証に
必要な資⾦の⽀援を実施しました。 

（７）野菜価格が著しく低落した場合に補給⾦
を交付する野菜価格安定対策事業の安定
的な運⽤に必要な資⾦を追加するととも
に、⽣産者負担⾦の納付猶予を⾏いました。 

（８）新型コロナウイルス感染症の影響による
需要の減少により市場価格が低落する等
の影響を受けた野菜・花き・果樹・茶等の
⾼収益作物について、次期作に前向きに取
り組む⽣産者を⽀援し、国内外の新たな需
要促進につなげました。 

（９）家庭⾷の輸出増加や新規・有望市場シェ
ア獲得等、輸出の維持・促進を図るため、
製造設備等の整備・導⼊等について⽀援し
ました。新型コロナウイルス感染症の影響
を受け、海外での⾒本市の開催や商談会等
の実施が延期・中⽌となる中で、輸出に取
り組む事業者と海外バイヤーのマッチン
グを推進するため、JETRO によるオンラ
イン商談会の実施やバーチャル⾒本市へ
の出展等を⽀援しました。 

（10）産地や実需者が連携し、輸⼊農畜産物か
ら国産に切り替え、継続的・安定的な供給
を図るための体制整備を⽀援しました。 

（11）国内外における⽇本酒需要の減退の状況
を踏まえ、その原料である酒造好適⽶の保
管経費等を⽀援しました。 

（12）新型コロナウイルス感染症対策に伴う休
業等により発⽣する未利⽤⾷品の有効活
⽤を図るため、代替販路の確保が困難な場

合に、フードバンクに寄附する際の輸配送
やフードバンクの受⼊能⼒向上に必要と
なる経費、再⽣利⽤（飼料化・肥料化等）
する際の輸配送費や処理費を⽀援しまし
た。 

（13）農林漁業者や⾷品関連事業者、農泊関連
事業者等に対し、新型コロナウイルス感染
症に関する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、国⺠に対
し、⾷料品の供給状況等の情報を農林⽔産
省 Web サイトで提供しました。 

  
ⅨⅨ  ⾷⾷料料、、農農業業及及びび農農村村にに関関すするる施施策策をを

総総合合的的かかつつ計計画画的的にに推推進進すするるたためめにに
必必要要なな事事項項  

  
１１  国国⺠⺠視視点点やや地地域域のの実実態態にに即即ししたた施施策策のの展展

開開  
（１）幅広い国⺠の参画を得て施策を推進する

ため、国⺠との意⾒交換等を実施しました。 
（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した。 
（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、地⽅
農政局⻑等会議を開催しました。 

 
２２  EEBBPPMM とと施施策策のの進進捗捗管管理理及及びび評評価価のの推推進進  
（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
しました。 

（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
しました。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した。ま

	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
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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
した。 

（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
かにしました。 

（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 「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した。 

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した。また、市場
化テスト（包括的⺠間委託）を導⼊した統
計調査を実施しました。 

 
３３  効効果果的的かかつつ効効率率的的なな施施策策のの推推進進体体制制  
（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した。 

（２）SNS 等のデジタル媒体をはじめとする複
数の広報媒体を効果的に組み合わせた広
報活動を推進しました。 

 
４４  ⾏⾏政政ののデデジジタタルルトトラランンススフフォォーーメメーーシショョ

ンンのの推推進進  
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
を推進しました。 

（１）eMAFF の構築と併せた法令に基づく⼿
続や補助⾦・交付⾦の⼿続における添付書
類の削減、デジタル技術の活⽤を前提とし
た業務の抜本⾒直し及び⾏政関係データ
の連携等を促進しました。 

（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した。 

 
５５  幅幅広広いい関関係係者者のの参参画画とと関関係係府府省省のの連連携携にに

よよるる施施策策のの推推進進    
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。 

 
６６  SSDDGGss にに貢貢献献すするる環環境境にに配配慮慮ししたた施施策策のの展展

開開  
「農林⽔産省環境政策の基本⽅針」（令和

２（2020）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
を実施しました。 

 
７７  財財政政措措置置のの効効率率的的かかつつ重重点点的的なな運運⽤⽤  

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。 
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概概説説  
  
１１  施施策策のの重重点点    

令和２（2020）年３⽉に閣議決定した新た
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２（2020）年 12 ⽉に改訂され
た「農林⽔産業・地域の活⼒創造プラン」に
基づき、これまでの農政全般にわたる改⾰に
加えて、ポストコロナに向けた農林⽔産政策
の強化の検討も進め、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、⽇⽶貿易
協定、⽇英 EPA 及び RCEP 協定の効果を最
⼤限に活⽤するため、令和２（2020）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。 

 
２２  財財政政措措置置  
（１）令和３（2021）年度農林⽔産関係予算額

は、２兆 3,050 億円を計上しています。本
予算においては、①⽣産基盤の強化と経営
所得安定対策の着実な実施、②スマート農
業・DX・技術開発の推進、⾷と農に対する
理解の醸成、農林⽔産物の需要喚起、③５
兆円⽬標の実現に向けた農林⽔産物・⾷品
の輸出⼒強化と⾼付加価値化、④農業農村
整備、農地集積・集約化、担い⼿確保・経
営継承の推進、⑤⾷の安全と消費者の信頼

確保、⑥農⼭漁村の活性化、⑦森林資源の
適切な管理と林業の成⻑産業化の実現、⑧
⽔産資源の適切な管理と⽔産業の成⻑産
業化の実現、⑨防災・減災、国⼟強靱

き ょ うじ ん

化と
災害復旧の推進に取り組みます。 

（２）令和３（2021）年度の農林⽔産関連の財
政投融資計画額は、7,061 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7,000 億円
となっています。 

 
３３  ⽴⽴法法措措置置  

第 204 回国会に以下の法律案を提出した
ところです。 
・「農業法⼈に対する投資の円滑化に関する

特別措置法の⼀部を改正する法律案」 
・「畜舎等の建築等及び利⽤の特例に関する

法律案」 
・「農⽔産業協同組合貯⾦保険法の⼀部を改

正する法律案」 
 

４４  税税制制上上のの措措置置  
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）農業経営基盤強化準備⾦制度について、

対象者の要件として⼈・農地プランの中⼼
経営体であることを加えた上、２年延⻑し
ます（所得税・法⼈税）。 

（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
割増償却等を２年延⻑します（所得税・法
⼈税、登録免許税）。 

（３）軽油引取税の課税免除の特例措置につい
て、⽊材加⼯業のうち、⽊材注薬業を営む
者を適⽤対象から除外した上、３年延⻑し
ます（軽油引取税）。 

（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年延⻑します（登録免許
税、不動産取得税）。 
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（５）福島復興再⽣特別措置法による被災 12
市町村における農地の集積等の促進のた
めの税制上の所要の措置を講じます（複数
税⽬）。 

 
５５  ⾦⾦融融措措置置  

政策と⼀体となった⻑期・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。 

（（１１））株株式式会会社社⽇⽇本本政政策策⾦⾦融融公公庫庫のの融融資資  
ア 農業の成⻑産業化に向けて、⺠間⾦融機

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。 

（（２２））⺠⺠間間⾦⾦融融機機関関のの融融資資  
ア ⺠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。また、TPP 協定等による経営
環境変化に対応して、新たに規模拡⼤等に
取り組む農業者が借り⼊れる農業近代化
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などの措置を講じ
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
⽤基⾦協会が⺠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。 

（（３３））農農業業法法⼈⼈へへのの出出資資  
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。 

（（４４））農農業業信信⽤⽤保保証証保保険険  
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。 

（（５５））被被災災農農業業者者等等⽀⽀援援対対策策  
ア 甚⼤な⾃然災害等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 甚⼤な⾃然災害等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。 

  
ⅠⅠ  ⾷⾷料料⾃⾃給給率率・・⾷⾷料料⾃⾃給給⼒⼒のの維維持持向向上上

にに向向けけたた施施策策  
  
１１  ⾷⾷料料⾃⾃給給率率・・⾷⾷料料⾃⾃給給⼒⼒のの維維持持向向上上にに向向けけ

たた取取組組  
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。 
（（１１））⾷⾷料料消消費費  

アア  消消費費者者とと⾷⾷とと農農ととののつつななががりりのの深深化化  
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
個々の国⺠が⽇常⽣活で取り組みやすい
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よう配慮しながら推進します。また、農業
体験、農泊等の取組を通じ、国⺠が農業・
農村を知り、触れる機会を拡⼤します。 

イイ  ⾷⾷品品産産業業ととのの連連携携  
⾷をめぐる市場において⾷の外部化・簡

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。 

（（２２））農農業業⽣⽣産産  
アア  国国内内外外のの需需要要のの変変化化にに対対応応ししたた⽣⽣産産・・供供

給給  
（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。 

イイ  国国内内農農業業のの⽣⽣産産基基盤盤のの強強化化  
（ア）持続可能な農業構造の実現に向けた担

い⼿の育成・確保と農地の集積・集約化
の加速化、経営発展の後押しや円滑な経
営継承を進めます。 

（イ）農業⽣産基盤の整備やスマート農業の
社会実装の加速化による⽣産性の向上、
各品⽬ごとの課題の克服、⽣産・流通体
制の改⾰等を進めます。 

（ウ）中⼭間地域等で耕作放棄も危惧される
農地も含め、地域で徹底した話合いを⾏
った上で、放牧等少⼦⾼齢化・⼈⼝減少
に対応した多様な農地利⽤⽅策も含め
農地の有効活⽤や適切な維持管理を進

めます。 
 

２２  主主要要品品⽬⽬ごごととのの⽣⽣産産努努⼒⼒⽬⽬標標のの実実現現にに向向
けけたた施施策策  

（（１１））⽶⽶  
アア  需需要要にに応応じじたた⽶⽶のの⽣⽣産産・・販販売売のの推推進進  
（ア）需要に応じた⽣産・販売を推進するた

め、産地・⽣産者と実需者が結び付いた
事前契約や複数年契約による安定取引
の推進、⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦によ
る⽀援、都道府県産別、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

さ く ほ

の解消や作付けの
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。 

イイ  ココメメ・・ココメメ加加⼯⼯品品のの輸輸出出拡拡⼤⼤    
「農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤実⾏戦略」

(令和２（2020）年 12 ⽉策定。以下「輸出
拡⼤実⾏戦略」という。)で掲げた輸出額⽬
標の達成に向けて、輸出ターゲット国・地
域である⾹港、アメリカ、中国、シンガポ
ールを中⼼とする輸出拡⼤が⾒込まれる
国・地域での海外需要開拓・プロモーショ
ンや海外規制に対応する取組に対して⽀
援するとともに、⼤ロットで輸出⽤⽶の⽣
産・供給に取り組む産地の育成等の取組を
推進します。 

（（２２））⻨⻨  
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による⽀援を⾏う
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とともに、作付けの団地化の推進や営農技
術の導⼊を通じた産地の⽣産体制の強化・
⽣産の効率化等を推進します。 

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、実需者の求める量・品
質・価格の安定を⽀援し、国産⻨の需要拡
⼤を推進します。 

（（３３））⼤⼤⾖⾖  
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による⽀援を⾏う
とともに、作付けの団地化の推進や営農技
術の導⼊を通じた産地の⽣産体制の強化・
⽣産の効率化等を推進します。 

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、実需者の求める量・品
質・価格の安定を⽀援し、国産⼤⾖の需要
拡⼤を推進します。 

ウ 「播種
は 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。 

（（４４））そそばば  
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。 

（（５５））かかんんししょょ・・ばばれれいいししょょ  
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、「サツマイモ基腐病

もとぐされびょう

」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、安定的な出荷に向けた集出
荷貯蔵施設の整備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。 

（（６６））ななたたねね  
ア 良質ななたねの安定供給を図るため、

播種
は 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を⽀援します。 

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。 

（（７７））野野菜菜  
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
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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
の三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。 

（（８８））果果樹樹  
ア 優良品⽬・品種への改植・新植及びそれ

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
へ い

坦
た ん

で作
業性の良い⽔⽥等への新植や、労働⽣産性
向上が⾒込まれる省⼒樹形の導⼊を推進
するとともに、まとまった⾯積での省⼒樹
形及び機械作業体系の導⼊等による労働
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 省⼒樹形の導⼊推進のため、省⼒樹形⽤
苗⽊の安定⽣産に向けたモデル的な取組
を⽀援します。 

（（９９））⽢⽢味味資資源源作作物物  
ア てんさいについては、⽣産コストの低減

を図るため、省⼒化や作業の共同化、労働
⼒の外部化や直播

ち ょ くは 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
系の確⽴を前提とした作業受託組織の育
成・強化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。 

（（1100））茶茶  
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、輸出向け栽培体系や有機
栽培への転換、てん茶（抹茶の原料）等の
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、担い⼿へ
の集積等に伴う茶園整理（茶樹の抜根、酸
度矯正）、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。 

（（1111））畜畜産産物物  
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、繁殖性の向上による
分娩間隔の短縮等の取組等を推進します。
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。 
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化等を図ります。 
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さらに、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。 

（（1122））飼飼料料作作物物等等  
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、草地の基盤整備や不安定な気象に
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、飼料⽣産組
織の作業効率化・運営強化、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。 

  
ⅡⅡ  ⾷⾷料料のの安安定定供供給給のの確確保保にに関関すするる施施

策策  
  
１１  新新たたなな価価値値のの創創出出にによよるる需需要要のの開開拓拓  
（（１１））新新たたなな市市場場創創出出にに向向けけたた取取組組  

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 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。
また、農産物等の免疫機能等への効果に関
する科学的エビデンス取得や⾷⽣活の適
正化に資する研究開発を推進します。 

ウ 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。 

エ 国⽴研究開発法⼈、公設試験場、⼤学等
が連携し、輸出先国の規制等にも対応しう
る防除等の栽培技術等の開発・実証を推進
するとともに、輸出促進に資する品種開発
を推進します。 

オ 令和３（2021）年４⽉から施⾏される新
たな⽇本版 SBIR 制度を活⽤し、フードテ
ック等の新たな技術・サービスの事業化を
⽬指すスタートアップが⾏う研究開発等
を切れ⽬なく⽀援します。 

（（２２））需需要要にに応応じじたた新新たたななババリリュューーチチェェーーンンのの
創創出出  

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、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。 

（（３３））⾷⾷品品産産業業のの競競争争⼒⼒のの強強化化  
アア  ⾷⾷品品流流通通のの合合理理化化等等  
（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、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⽉に施⾏さ
れた改正後の「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
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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。 

イイ  労労働働⼒⼒不不⾜⾜へへのの対対応応  
⾷品製造業における労働⼒不⾜に対応

するため、⾷品製造等の現場における AI、
ロボット、IoT 等の先端技術の活⽤実証や、
その成果の情報発信により、⾷品産業にお
けるイノベーションの創出や、業界全体の
⽣産性向上に向けた取組を⽀援します。 

また、「農林⽔産業・⾷品産業の作業安全
のための規範」の普及等により、⾷品産業
の現場における作業安全対策を推進しま
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
の整備に取り組むなど、⾷品産業特定技能
協議会等を活⽤し、地域の労働⼒不⾜克服
に向けた有⽤な情報等を発信します。 

ウウ  規規格格・・認認証証のの活活⽤⽤  
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 規格（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。 

（（４４））⾷⾷品品ロロスス等等ををははじじめめととすするる環環境境問問題題へへのの

対対応応  
アア  ⾷⾷品品ロロススのの削削減減  

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、事業系⾷品ロスを平成 12（2000）年
度⽐で令和 12（2030）年度までに半減させ
る⽬標の達成に向けて、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、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
取組や寄附⾦付き未利⽤⾷品の販売によ
り利益の⼀部をフードバンク活動の⽀援
等に活⽤する新たな仕組み構築のための
検討等を推進します。 

さらに、飲⾷店及び消費者の双⽅での⾷
べきりや⾷べきれずに残した料理の⾃⼰
責任の範囲での持ち帰りの取組など、⾷品
関連事業者と連携した消費者への働きか
けを推進します。 

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。 

イイ  ⾷⾷品品産産業業分分野野ににおおけけるるププララススチチッッククごご
みみ問問題題へへのの対対応応  

「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、「プラスチック資源循環戦略」（令
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ための取組を⽀援します。 

イイ  ⾷⾷品品産産業業分分野野ににおおけけるるププララススチチッッククごご
みみ問問題題へへのの対対応応  
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を実施します。 

また、「プラスチック資源循環戦略」（令
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和元（2019）年 5 ⽉策定）及び「今後のプ
ラスチック資源循環施策のあり⽅につい
て」 等に基づき、⾷品産業におけるプラス
チック資源循環等の取組や、PET ボトルの
新たな回収・リサイクルモデルを構築する
取組を推進します 。 

ウウ  気気候候変変動動リリススククへへのの対対応応    
（ア）TCFD 提⾔（気候変動リスク・機会に

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）のガイダンス、
取組事例等を踏まえた⾷品関連事業者
による気候関連の情報開⽰の取組を推
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。 

 
２２  ググロローーババルルママーーケケッットトのの戦戦略略的的なな開開拓拓  
（（１１））農農林林⽔⽔産産物物・・⾷⾷品品のの輸輸出出促促進進  

農林⽔産物・⾷品の輸出額を令和７
（2025）年に２兆円、令和12（2030）年に
５兆円とする⽬標の達成に向けて、輸出拡
⼤実⾏戦略に基づき、マーケットインの体
制整備を⾏います。重点品⽬について、輸
出産地の育成・展開や、⼤ロットの輸出物
流の構築などを⽀援します。さらに、官⺠
⼀体となって輸出拡⼤実⾏戦略を着実に実
⾏するため、以下の取組を⾏います。 

アア  輸輸出出阻阻害害要要因因のの解解消消等等にによよるる輸輸出出環環境境
のの整整備備  

（ア）「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⽉に農林⽔
産省に創設した「農林⽔産物・⾷品輸出
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、同本部で
作成した実⾏計画に従い、放射性物質や
動植物検疫に関する輸⼊規制の緩和・撤
廃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
と登録認定機関制度を活⽤した施設認
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。 

（イ）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
つつ輸⼊規制の緩和・撤廃に向けた働き
掛けを実施します。 

（ウ）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。 

（エ）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。 

（オ）輸出先となる事業者等から求められる
HACCP を含む⾷品安全マネジメント規
格、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、コーデックス委員会が定
めるHACCP をベースとしたJFS 規格の
国際標準化に向けた取組を⽀援します。
さらに、JFS 規格及び ASIAGAP の国内
外への普及に向けた取組を推進します。 

（カ）ニーズに応じた専⾨家を産地に派遣し、
輸出先国・地域の残留農薬基準や植物防
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。 
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（キ）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。 

（ク）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、
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。 

（ケ）輸出植物解禁協議を迅速化するため、
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。 

（コ）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。 

（サ）輸出に取り組む事業者等への資⾦供給
を後押しするため、農業法⼈投資育成事
業の投資対象を、農業法⼈だけでなく、
輸出、製造、加⼯等のフードバリューチ
ェーンに携わる全ての事業者とするこ
と等を内容とする「農業法⼈に対する投
資の円滑化に関する特別措置法の⼀部
を改正する法律案」を第 204 回国会に提
出したところです。 

イイ  海海外外へへのの商商流流構構築築、、ププロロモモーーシショョンンのの促促
進進  

（ア）GFP 等を通じた輸出促進 
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、そのフォローアップや、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 ⽇本⾷品海外プロモーションセンター

（JFOODO）による、海外市場分析に基
づく戦略的プロモーション、新たなマー
ケット開拓の取組を⽀援します。 

ｃ  独 ⽴ ⾏ 政 法 ⼈ ⽇ 本 貿 易 振 興 機 構
（JETRO）による、国内外の商談会の開
催、海外⾒本市への出展、セミナー開催、
専⾨家による相談対応、⽇本産⾷材サポ
ーター店等と連携した⽇本産⾷材キャン
ペーンの実施を⽀援します。 

ｄ 輸出拡⼤が期待される具体的な分野・
テーマについて、マーケティングの専⾨
家を活⽤した上で、数値⽬標を定めて取
り組む団体・⺠間事業者等による海外販
路の開拓・拡⼤を⽀援します。 

（イ）⽇本⾷・⾷⽂化の魅⼒の発信 
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 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

セ イ バ ー

 JAPAN
ジ ャ パ ン

」として
認定し、⼀体的に海外に発信します。 

ｄ 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

 

9 
 

（キ）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。 

（ク）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、
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。 

（ケ）輸出植物解禁協議を迅速化するため、
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。 

（コ）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。 

（サ）輸出に取り組む事業者等への資⾦供給
を後押しするため、農業法⼈投資育成事
業の投資対象を、農業法⼈だけでなく、
輸出、製造、加⼯等のフードバリューチ
ェーンに携わる全ての事業者とするこ
と等を内容とする「農業法⼈に対する投
資の円滑化に関する特別措置法の⼀部
を改正する法律案」を第 204 回国会に提
出したところです。 

イイ  海海外外へへのの商商流流構構築築、、ププロロモモーーシショョンンのの促促
進進  

（ア）GFP 等を通じた輸出促進 
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、そのフォローアップや、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 ⽇本⾷品海外プロモーションセンター

（JFOODO）による、海外市場分析に基
づく戦略的プロモーション、新たなマー
ケット開拓の取組を⽀援します。 

ｃ  独 ⽴ ⾏ 政 法 ⼈ ⽇ 本 貿 易 振 興 機 構
（JETRO）による、国内外の商談会の開
催、海外⾒本市への出展、セミナー開催、
専⾨家による相談対応、⽇本産⾷材サポ
ーター店等と連携した⽇本産⾷材キャン
ペーンの実施を⽀援します。 

ｄ 輸出拡⼤が期待される具体的な分野・
テーマについて、マーケティングの専⾨
家を活⽤した上で、数値⽬標を定めて取
り組む団体・⺠間事業者等による海外販
路の開拓・拡⼤を⽀援します。 

（イ）⽇本⾷・⾷⽂化の魅⼒の発信 
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。 
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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
す。 

ウウ  ⾷⾷産産業業のの海海外外展展開開のの促促進進  
（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 輸出拡⼤実⾏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
備に取り組みます。 

（イ）⽣産者等の所得向上につながる海外需
要の獲得 

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。
また、輸出拡⼤実⾏戦略に基づき、ノウ
ハウの流出防⽌等に留意しつつ、我が国
の農林⽔産業・⾷品産業の利益となる海
外展開の⽅策について検討します。 

（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 規
格の充実とその国際的普及に向けた取組
を官⺠が連携して推進します。あわせて、
JFS 規格の海外発信を⾏うとともに、将
来的に国際的な基準の策定等の過程に参
画できる⼈材の育成を⾒据え、産学官の
実務者レベルで議論を⾏います。 

（（２２））知知的的財財産産等等のの保保護護・・活活⽤⽤  
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、セミナー等において、
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（INPIT）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 令和 2（2020）年 12 ⽉に成⽴した「種苗
法の⼀部を改正する法律」（令和 2 年法律
第 74 号）に基づき、我が国の優良な植物
品種の流出を防⽌するとともに、同法の円
滑な施⾏により育成者権の保護・活⽤を図
ります。また、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
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進します。 
エ 令和 2(2020)年 10 ⽉に施⾏された、改正

後の「家畜改良増殖法」(昭和 25 年法律第
219 号)及び「家畜遺伝資源に係る不正競争
の防⽌に関する法律」(令和 2 年法律第 22
号)に基づき、家畜遺伝資源の適正な流通管
理の徹底や知的財産としての価値の保護
強化を推進するため、その仕組みについて
周知徹底を図るほか、全国の家畜⼈⼯授精
所への⽴⼊検査を実施するとともに、家畜
遺伝資源の利⽤者の範囲等について制限
を付す売買契約の普及や家畜⼈⼯授精⽤
精液等の流通を全国的に管理するシステ
ムの構築・運⽤等を推進します。 

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。 

 
３３  消消費費者者とと⾷⾷・・農農ととののつつななががりりのの深深化化  
（（１１））⾷⾷育育やや地地産産地地消消のの推推進進とと国国産産農農産産物物のの消消

費費拡拡⼤⼤  
アア  国国⺠⺠運運動動ととししててのの⾷⾷育育のの推推進進  
（ア）「第４次⾷育推進基本計画」（令和３

（2021）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
て国⺠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」国⺠運動を推進します。 

イイ  地地域域ににおおけけるる⾷⾷育育のの推推進進  
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。 

ウウ  学学校校ににおおけけるる⾷⾷育育のの推推進進  
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。 

エエ  国国産産農農産産物物のの消消費費拡拡⼤⼤のの促促進進  
（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）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
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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。 

（（２２））和和⾷⾷⽂⽂化化のの保保護護・・継継承承  
和⾷⽂化を国⺠全体で保護・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、⼦供たちや⼦育て世代に対して和⾷
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引き続き図ります。
さらに、健康有⽤性や持続可能性など和⾷
の良さを伝え、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、官⺠協
働の「Letʼs！和ごはんプロジェクト」の取
組を推進するとともに、⽂化庁における⾷
の⽂化的価値の可視化の取組と連携し、和
⾷が持つ⽂化的価値の発信を進めます。 

加えて、外⾷・中⾷事業者におけるスマ
ートミールの導⼊を推進するともに、ブラ
ンド野菜・畜産物等の地場産⾷材の活⽤促
進を図ります。 

（（３３））消消費費者者とと⽣⽣産産者者のの関関係係強強化化  
消費者・⾷品関連事業者・⽣産者団体を

含めた官⺠協働による、⾷と農とのつなが
りの深化に着⽬した新たな国⺠運動とし
て、地域の農業・農村の価値や⽣み出され
る農林⽔産物の魅⼒を伝える交流イベン
ト等、消費者と⽣産者の関係強化に資する
取組を実施します。 

 
４４  国国際際的的なな動動向向等等にに対対応応ししたた⾷⾷品品のの安安全全確確

保保とと消消費費者者のの信信頼頼のの確確保保  
（（１１））科科学学のの進進展展等等をを踏踏ままええたた⾷⾷品品のの安安全全確確保保

のの取取組組のの強強化化  
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。 

  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、
同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。 

（キ）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
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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。 

アア  ⽣⽣産産段段階階ににおおけけるる取取組組  
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
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、その安全性をより⼀
層向上するため、平成 30（2018）年に施
⾏された改正後の「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等の安全性に関す
る審査を充実したことを踏まえ、全ての
農薬について順次、最新の科学的知⾒に
基づく再評価を開始します。 

（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。
飼料の GMP（適正製造規範）について
は、ロードマップの作成や技術的⽀援等
を実施し、飼料関係事業者における
GMP 導⼊の⼀層の推進、定着を図りま
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、伝播経路の解明に取り組みます。 

イイ  製製造造段段階階ににおおけけるる取取組組  
（ア）HACCP に沿った衛⽣管理を⾏う事業

者が輸出に取り組むことができるよう、
HACCP の導⼊に必要な⼀般衛⽣管理の
徹底や、輸出先国ごとに求められる⾷品
安全管理に係る個別条件への理解促進
及び HACCP に係る⺠間認証の取得等
のための研修会の開催、「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）による施設整
備に対す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）⻑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
したいわゆる「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。 

ウウ  輸輸⼊⼊にに関関すするる取取組組  
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。 
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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）による施設整
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す。 
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機能⾷品及び機能性表⽰⾷品）を始めと
したいわゆる「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
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発に取り組みます。 
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ウウ  輸輸⼊⼊にに関関すするる取取組組  
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。 
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（（２２））⾷⾷品品表表⽰⽰情情報報のの充充実実やや適適切切なな表表⽰⽰等等をを通通
じじたた⾷⾷品品にに対対すするる消消費費者者のの信信頼頼のの確確保保  

アア  ⾷⾷品品表表⽰⽰のの適適正正化化等等  
（ア）「⾷品表⽰法」（平成 25 年法律第 70

号）及び「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。また、外⾷・
中⾷における原料原産地表⽰について
は、「外⾷・中⾷における原料原産地情
報提供ガイドライン」（平成 31（2019）
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。 

（エ）栄養成分表⽰についての普及啓発を進
め、健康づくりに役⽴つ情報源としての
理解促進を図ります。 

イイ  ⾷⾷品品トトレレーーササビビリリテティィのの普普及及啓啓発発    
（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
推進⽅策に加え、原材料の⼊荷から出
荷・販売するまでの各段階で作成される、
各種帳票等を⼀元的に管理し、複雑化す
る⾷品表⽰の適正化に資するため、実践
的⾷品表⽰モデルを策定します。あわせ
て、分かりやすい動画により解説し、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。 

ウウ  消消費費者者へへのの情情報報提提供供等等    
（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。 

 
５５  ⾷⾷料料供供給給ののリリススククをを⾒⾒据据ええたた総総合合的的なな⾷⾷

料料安安全全保保障障のの確確⽴⽴  
（（１１））不不測測時時にに備備ええたた平平素素かかららのの取取組組  

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、新型コロナウイルスの世界的な感
染拡⼤等、⾷料供給を脅かす新たなリスク
に適切に対応するため、外部の有識者を交
えて、今後講じるべき⾷料安全保障施策に
ついて検討を⾏うとともに、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、「緊急事態⾷料安全保
障指針」（令和３（2021）年１⽉改正）に
即して、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。 
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（（２２））国国際際的的なな⾷⾷料料需需給給のの把把握握、、分分析析  
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、中⻑期の需給⾒通しを策定し、
これらを国⺠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。 

さらに、海外の⾷料の需要や⽣産の状況、
新型コロナウイルス感染症による⾷料供
給への影響の実態も踏まえた新たなリス
クについて調査・分析を⾏い、我が国の⾷
料安全保障の観点から中⻑期的な課題や
取り組むべき⽅向性を議論し、関係者で共
有します。 

加えて、新型コロナウイルスの世界的な
感染拡⼤等、⾷料供給を脅かす新たなリス
クへの対応としては、外部の有識者を交え
て、今後講じるべき⾷料安全保障施策の検
討を⾏い、検討結果を取りまとめます。 

（（３３））輸輸⼊⼊穀穀物物等等のの安安定定的的なな確確保保    
アア  輸輸⼊⼊穀穀物物のの安安定定供供給給のの確確保保  
（ア）⻨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）政府が輸⼊する⽶⻨について、残留農

薬等の検査を実施します。 
（ウ）輸⼊依存度の⾼い⼩⻨について、港湾

スト等により輸⼊が途絶した場合に備
え、外国産⾷糧⽤⼩⻨需要量の 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迫

ひ っ 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、不
測の事態により配合飼料の供給が困難
となった地域への配合飼料の緊急運搬、

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。 

イイ  国国際際港港湾湾のの機機能能強強化化  
（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。 

ウウ  遺遺伝伝資資源源のの収収集集・・保保存存・・提提供供機機能能のの強強化化  
⾷料の安定供給と輸出拡⼤に資する品

種の育成・改良に貢献するため、国内外の
遺伝資源を収集・保存するとともに、有⽤
特性等のデータベース化に加え、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）の整備を進めることで、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。 

特に、海外植物遺伝資源については、⼆
国間共同研究等を実施する中で、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）を活⽤した相互利⽤を推
進することで、アクセス環境を整備します。
また、国内植物遺伝資源については、公的
研究機関等が管理する国内在来品種を含
む我が国の遺伝資源をワンストップで検
索できる統合データベースを整備するな
ど、オールジャパンで多様な遺伝資源を収
集・保存・提供する体制を強化します。 

（（４４））国国際際協協⼒⼒のの推推進進    
アア  世世界界のの⾷⾷料料安安全全保保障障にに係係るる国国際際会会議議へへ

のの参参画画等等  
国連⾷料システムサミット、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に積極的に参
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国連⾷料システムサミット、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
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15
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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。 

イイ  飢飢餓餓、、貧貧困困、、栄栄養養不不良良へへのの対対策策  
（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。また、東京栄養
サミット 2021 を開催します。 

（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。 

ウウ  アアフフリリカカへへのの農農業業協協⼒⼒  
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、アフリカの農業の発展に対
して⼈的貢献を継続していくほか、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
業の海外展開を引き続き推進します。 

エエ  気気候候変変動動やや越越境境性性動動物物疾疾病病等等のの地地球球規規
模模のの課課題題へへのの対対策策  

（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、
気候変動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、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。 

（（５５））動動植植物物防防疫疫措措置置のの強強化化  
ア 世界各国における⼝蹄疫、⾼病原性⿃イ

ンフルエンザ、アフリカ豚熱等の発⽣状況、
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。 

豚熱や⾼病原性⿃インフルエンザ等の家
畜の伝染性疾病については、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、⽣産者による飼養衛⽣管理の徹
底がなされるよう、都道府県と連携して指
導を⾏います。特に、豚熱については、円
滑なワクチン接種を進めるとともに、野⽣
イノシシの対策として、捕獲強化や経⼝ワ
クチンの散布を実施します。 

イ 家畜防疫官・植物防疫官や検疫探知⽝の
適切な配置等による検査体制の整備・強化
により、⽔際対策を適切に講ずるとともに、
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
る修学資⾦の給付、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、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
研修や中⾼⽣等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セミナ
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ー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。 

 
６６  TTPPPP 等等新新たたなな国国際際環環境境へへのの対対応応、、今今後後のの国国

際際交交渉渉へへのの戦戦略略的的なな対対応応  
「成⻑戦略フォローアップ」（令和２（2020）

年７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、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、我が国農産品のセンシティ
ビティに⼗分配慮しつつ、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、⽇⽶貿易
協定、⽇英 EPA 及び RCEP(地域的な包括的
経済連携)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。 

  
ⅢⅢ  農農業業のの持持続続的的なな発発展展にに関関すするる施施策策  
  
１１  ⼒⼒強強くく持持続続可可能能なな農農業業構構造造のの実実現現にに向向けけ

たた担担いい⼿⼿のの育育成成・・確確保保    
（（１１））認認定定農農業業者者制制度度やや法法⼈⼈化化等等をを通通じじたた経経営営

発発展展のの後後押押しし  
アア  担担いい⼿⼿へへのの重重点点的的なな⽀⽀援援のの実実施施  
（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。 
イイ  農農業業経経営営のの法法⼈⼈化化のの加加速速とと経経営営基基盤盤のの

強強化化  
（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
するために実施する実践研修への⽀援
等を⾏います。 

（ウ）集落営農について、法⼈化に向けた取
組の加速化や地域外からの⼈材確保、地
域外の経営体との連携や統合・再編等を
推進します。 

ウウ  ⻘⻘⾊⾊申申告告のの推推進進  
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
者による⻘⾊申告の推進を引き続き⾏い
ます。 

（（２２））経経営営継継承承やや新新規規就就農農、、⼈⼈材材のの育育成成・・確確保保
等等  

アア  次次世世代代のの担担いい⼿⼿へへのの円円滑滑なな経経営営継継承承    
（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
推進するとともに地域の中⼼となる担
い⼿の後継者による経営継承後の経営
発展に向けた取組を⽀援します。 

（イ）園芸施設・畜産関連施設、樹園地等の

 

17 
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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。 

イイ  農農業業をを⽀⽀ええるる⼈⼈材材のの育育成成ののたためめのの農農業業
教教育育のの充充実実  

（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
修等、就農意欲を喚起するための取組を
推進します。また、スマート農業に関す
る教育の推進を図るとともに、農業教育
の⾼度化に必要な農業機械・設備等の整
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、農業⾼校や農業⼤学校等における
教育カリキュラムの強化や教員の指導
⼒向上等、農業教育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、
国内の農業⾼校と海外の農業⾼校の交
流を推進するとともに、海外農業研修の
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し、農業教育機
関における実践的なリカレント教育の
実施を⽀援します。 

ウウ  ⻘⻘年年層層のの新新規規就就農農とと定定着着促促進進  
（ア）⻘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、⺠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）農業法⼈等における実践研修への⽀援
にあたり、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
い職場環境整備を⾏う農業法⼈等を⽀
援することで、農業の「働き⽅改⾰」を
推進します。 

（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、⺠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。 

エエ  ⼥⼥性性がが能能⼒⼒をを発発揮揮ででききるる環環境境整整備備  
（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。 

（イ）⼦育て世代の⼥性農業者の育児の負担
を軽減し、農業経営⼒向上や働きやすい
環境整備を促進するため、託児・農作業
代替活動を地域で⼀体的にサポートす
る体制づくりを⽀援します。 

（ウ）農業現場の⽅針策定に参加する⼥性を
増やすため、農業委員、農業協同組合役
員等に必要な知識やスキル習得を⽀援
します。 

（エ）平成 28（2016）年に施⾏された改正後
の「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、農業委員や農業協同組合役員につい
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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、⼥性の参
画拡⼤に向けた取組を促進します。 

（オ）⼥性農業者グループによる⼥性活躍に
向けた活動の活性化を図るため、⼥性グ
ループに対し、組織⼒・経営⼒向上のた
めの研修会を⽀援します。 

（カ）⼥性農業者の知恵と⺠間企業の技術、
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。 

オオ  企企業業のの農農業業参参⼊⼊  
企業の農業参⼊は、地域における農地の

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。 

 
２２  農農業業現現場場をを⽀⽀ええるる多多様様なな⼈⼈材材やや主主体体のの活活

躍躍  
（（１１））中中⼩⼩・・家家族族経経営営ななどど多多様様なな経経営営体体にによよるる

地地域域のの下下⽀⽀ええ  
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
等直接⽀払制度等により、産業政策と地域
政策の両⾯から⽀援します。 

（（２２））次次世世代代型型のの農農業業⽀⽀援援ササーービビススのの定定着着  
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
の育成・普及を推進します。 

（（３３））多多様様なな⼈⼈材材がが活活躍躍ででききるる農農業業のの「「働働きき⽅⽅
改改⾰⾰」」のの推推進進  

ア 農業法⼈等が労働環境を改善しつつ⾏
う実践研修を⽀援することにより、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
を⾏う産地の取組や、農業法⼈等における
労働環境の改善を推進する取組を⽀援し、
労働環境整備等の農業の「働き⽅改⾰」の
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⼈材が不
⾜する場合に対応するためにも、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マルチワー
ク（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。 

 
３３  担担いい⼿⼿等等へへのの農農地地集集積積・・集集約約化化とと農農地地のの確確
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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、⼥性の参
画拡⼤に向けた取組を促進します。 

（オ）⼥性農業者グループによる⼥性活躍に
向けた活動の活性化を図るため、⼥性グ
ループに対し、組織⼒・経営⼒向上のた
めの研修会を⽀援します。 

（カ）⼥性農業者の知恵と⺠間企業の技術、
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。 

オオ  企企業業のの農農業業参参⼊⼊  
企業の農業参⼊は、地域における農地の

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。 

 
２２  農農業業現現場場をを⽀⽀ええるる多多様様なな⼈⼈材材やや主主体体のの活活

躍躍  
（（１１））中中⼩⼩・・家家族族経経営営ななどど多多様様なな経経営営体体にによよるる

地地域域のの下下⽀⽀ええ  
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
等直接⽀払制度等により、産業政策と地域
政策の両⾯から⽀援します。 

（（２２））次次世世代代型型のの農農業業⽀⽀援援ササーービビススのの定定着着  
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
の育成・普及を推進します。 

（（３３））多多様様なな⼈⼈材材がが活活躍躍ででききるる農農業業のの「「働働きき⽅⽅
改改⾰⾰」」のの推推進進  

ア 農業法⼈等が労働環境を改善しつつ⾏
う実践研修を⽀援することにより、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
を⾏う産地の取組や、農業法⼈等における
労働環境の改善を推進する取組を⽀援し、
労働環境整備等の農業の「働き⽅改⾰」の
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⼈材が不
⾜する場合に対応するためにも、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マルチワー
ク（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。 

 
３３  担担いい⼿⼿等等へへのの農農地地集集積積・・集集約約化化とと農農地地のの確確
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保保  
（（１１））担担いい⼿⼿へへのの農農地地集集積積・・集集約約化化のの加加速速化化  

アア  実実質質化化さされれたた「「⼈⼈・・農農地地ププラランン」」のの実実⾏⾏  
地域の徹底した話合いにより「⼈・農地

プラン」の実質化の取組を推進し、実質化
されたプランの実⾏を通じて、担い⼿への
農地の集積・集約化を加速化します。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響
により、実質化の取組が遅れている地域に
ついては引き続き実質化を推進します。 

イイ  農農地地中中間間管管理理機機構構ののフフルル稼稼働働  
「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）に基づき、地域の徹底した話
合いによる「⼈・農地プラン」の実質化な
どを進め、農地中間管理機構の活⽤を促進
することで、当該プランに位置付けられた
担い⼿への農地の集積・集約化を進めます。 

ウウ  所所有有者者不不明明農農地地へへのの対対応応のの強強化化  
所有者不明農地への対応を強化するた

め、「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、
法務省が第 204 回国会に提出している「⺠
法等の⼀部を改正する法律案」及び「相続
等により取得した⼟地所有権の国庫への
帰属に関する法律案」による⺠事基本法制
の⾒直しの成案を踏まえ、関係省庁と連携
して所有者不明農地の有効利⽤を図りま
す。 

（（２２））荒荒廃廃農農地地のの発発⽣⽣防防⽌⽌・・解解消消、、農農地地転転⽤⽤許許
可可制制度度等等のの適適切切なな運運⽤⽤    

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、プロ
ジェクト及び有識者から成る検討会にお
い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。 

 

４４  農農業業経経営営のの安安定定化化にに向向けけたた取取組組のの推推進進  
（（１１））収収⼊⼊保保険険制制度度やや経経営営所所得得安安定定対対策策等等のの着着

実実なな推推進進  
アア  収収⼊⼊保保険険のの普普及及促促進進・・利利⽤⽤拡拡⼤⼤  

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
を引き続き進めます。 

イイ  経経営営所所得得安安定定対対策策等等のの着着実実なな実実施施    
「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。 

（（２２））総総合合的的かかつつ効効果果的的ななセセーーフフテティィネネッットト対対
策策のの在在りり⽅⽅のの検検討討等等  

アア  総総合合的的かかつつ効効果果的的ななセセーーフフテティィネネッットト
対対策策のの在在りり⽅⽅のの検検討討  

収⼊保険については、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。 

イイ  ⼿⼿続続のの電電⼦⼦化化、、申申請請デデーータタのの簡簡素素化化等等のの
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保保  
（（１１））担担いい⼿⼿へへのの農農地地集集積積・・集集約約化化のの加加速速化化  

アア  実実質質化化さされれたた「「⼈⼈・・農農地地ププラランン」」のの実実⾏⾏  
地域の徹底した話合いにより「⼈・農地

プラン」の実質化の取組を推進し、実質化
されたプランの実⾏を通じて、担い⼿への
農地の集積・集約化を加速化します。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響
により、実質化の取組が遅れている地域に
ついては引き続き実質化を推進します。 

イイ  農農地地中中間間管管理理機機構構ののフフルル稼稼働働  
「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）に基づき、地域の徹底した話
合いによる「⼈・農地プラン」の実質化な
どを進め、農地中間管理機構の活⽤を促進
することで、当該プランに位置付けられた
担い⼿への農地の集積・集約化を進めます。 

ウウ  所所有有者者不不明明農農地地へへのの対対応応のの強強化化  
所有者不明農地への対応を強化するた

め、「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、
法務省が第 204 回国会に提出している「⺠
法等の⼀部を改正する法律案」及び「相続
等により取得した⼟地所有権の国庫への
帰属に関する法律案」による⺠事基本法制
の⾒直しの成案を踏まえ、関係省庁と連携
して所有者不明農地の有効利⽤を図りま
す。 

（（２２））荒荒廃廃農農地地のの発発⽣⽣防防⽌⽌・・解解消消、、農農地地転転⽤⽤許許
可可制制度度等等のの適適切切なな運運⽤⽤    

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、プロ
ジェクト及び有識者から成る検討会にお
い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。 

 

４４  農農業業経経営営のの安安定定化化にに向向けけたた取取組組のの推推進進  
（（１１））収収⼊⼊保保険険制制度度やや経経営営所所得得安安定定対対策策等等のの着着

実実なな推推進進  
アア  収収⼊⼊保保険険のの普普及及促促進進・・利利⽤⽤拡拡⼤⼤  

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
を引き続き進めます。 

イイ  経経営営所所得得安安定定対対策策等等のの着着実実なな実実施施    
「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。 

（（２２））総総合合的的かかつつ効効果果的的ななセセーーフフテティィネネッットト対対
策策のの在在りり⽅⽅のの検検討討等等  

アア  総総合合的的かかつつ効効果果的的ななセセーーフフテティィネネッットト
対対策策のの在在りり⽅⽅のの検検討討  

収⼊保険については、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。 

イイ  ⼿⼿続続のの電電⼦⼦化化、、申申請請デデーータタのの簡簡素素化化等等のの
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推推進進  
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・集約化を引き続き検討します。 

 
５５  農農業業のの成成⻑⻑産産業業化化やや国国⼟⼟強強

きょう

靱靱
じん

化化にに資資すするる
農農業業⽣⽣産産基基盤盤整整備備  

（（１１））農農業業のの成成⻑⻑産産業業化化にに向向けけたた農農業業⽣⽣産産基基盤盤
整整備備  

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 ⾼収益作物の導⼊による新たな産地の
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、農業農村
インフラの管理の省⼒化・⾼度化や地域活
性化、スマート農業の実装促進のための情
報通信環境の整備を推進します。 

（（２２））農農業業⽔⽔利利施施設設のの戦戦略略的的なな保保全全管管理理  
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、施設の徹底した⻑寿
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。 

（（３３））農農業業・・農農村村のの強強
きょう

靱靱
じん

化化にに向向けけたた防防災災・・減減災災
対対策策  

ア 基幹的な農業⽔利施設の改修等のハー
ド対策と機能診断等のソフト対策を組み
合わせた防災・減災対策を実施します。 

イ 「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。 

ウ 「防災重点農業⽤ため池に係る防災⼯事
等の推進に関する特別措置法」(令和 2 年
法律第 56 号) の規定により都道府県が策
定した推進計画に基づき、優先度の⾼いも
のから防災⼯事等に取り組むとともに、防
災⼯事等が実施されるまでの間について
も、ハザードマップの作成や監視・管理体
制の強化等を⾏うなど、これらの対策を適
切に組み合わせて、ため池の防災・減災対
策を推進します。 

エ 気候変動による降⾬量の増⼤や⽔害の
激甚化・頻発化が予測されるなど⽔災害リ
スクの増⼤に備えるため、⼤⾬により⽔害
が予測される際に、①事前に農業⽤ダムの
⽔位を下げて⾬⽔を貯留する「事前放流」、
②⽔⽥に⾬⽔を⼀時的に貯留させる「⽥ん
ぼダム」、③ため池への⾬⽔の⼀時的な貯
留、④農作物への被害のみならず、市街地
や集落の湛

た ん

⽔
す い

被害も防⽌・軽減させる排⽔
施設の整備等流域治⽔の取組を通じた防
災・減災対策の強化に取り組みます。 

オ 平成 31（2019）年４⽉に改定した排⽔の
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。 

カ 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。 

（（４４））農農業業・・農農村村のの構構造造のの変変化化等等をを踏踏ままええたた⼟⼟
地地改改良良区区のの体体制制強強化化    

⼟地改良区の組合員の減少、ICT ⽔管理
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推推進進  
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・集約化を引き続き検討します。 

 
５５  農農業業のの成成⻑⻑産産業業化化やや国国⼟⼟強強

きょう

靱靱
じん

化化にに資資すするる
農農業業⽣⽣産産基基盤盤整整備備  

（（１１））農農業業のの成成⻑⻑産産業業化化にに向向けけたた農農業業⽣⽣産産基基盤盤
整整備備  

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 ⾼収益作物の導⼊による新たな産地の
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、農業農村
インフラの管理の省⼒化・⾼度化や地域活
性化、スマート農業の実装促進のための情
報通信環境の整備を推進します。 

（（２２））農農業業⽔⽔利利施施設設のの戦戦略略的的なな保保全全管管理理  
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、施設の徹底した⻑寿
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。 

（（３３））農農業業・・農農村村のの強強
きょう

靱靱
じん

化化にに向向けけたた防防災災・・減減災災
対対策策  

ア 基幹的な農業⽔利施設の改修等のハー
ド対策と機能診断等のソフト対策を組み
合わせた防災・減災対策を実施します。 

イ 「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。 

ウ 「防災重点農業⽤ため池に係る防災⼯事
等の推進に関する特別措置法」(令和 2 年
法律第 56 号) の規定により都道府県が策
定した推進計画に基づき、優先度の⾼いも
のから防災⼯事等に取り組むとともに、防
災⼯事等が実施されるまでの間について
も、ハザードマップの作成や監視・管理体
制の強化等を⾏うなど、これらの対策を適
切に組み合わせて、ため池の防災・減災対
策を推進します。 

エ 気候変動による降⾬量の増⼤や⽔害の
激甚化・頻発化が予測されるなど⽔災害リ
スクの増⼤に備えるため、⼤⾬により⽔害
が予測される際に、①事前に農業⽤ダムの
⽔位を下げて⾬⽔を貯留する「事前放流」、
②⽔⽥に⾬⽔を⼀時的に貯留させる「⽥ん
ぼダム」、③ため池への⾬⽔の⼀時的な貯
留、④農作物への被害のみならず、市街地
や集落の湛

た ん

⽔
す い

被害も防⽌・軽減させる排⽔
施設の整備等流域治⽔の取組を通じた防
災・減災対策の強化に取り組みます。 

オ 平成 31（2019）年４⽉に改定した排⽔の
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。 

カ 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。 

（（４４））農農業業・・農農村村のの構構造造のの変変化化等等をを踏踏ままええたた⼟⼟
地地改改良良区区のの体体制制強強化化    

⼟地改良区の組合員の減少、ICT ⽔管理
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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。また、多様な⼈材の
参画を図る取組を加速的に推進します。 

 
６６  需需要要構構造造等等のの変変化化にに対対応応ししたた⽣⽣産産基基盤盤のの

強強化化とと流流通通・・加加⼯⼯構構造造のの合合理理化化    
（（１１））⾁⾁⽤⽤⽜⽜・・酪酪農農のの⽣⽣産産拡拡⼤⼤ななどど畜畜産産のの競競争争

⼒⼒強強化化  
アア  ⽣⽣産産基基盤盤のの強強化化  
（ア）⽜⾁・⽜乳乳製品等畜産物の国内需要

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、繁殖性の向上による分娩
間隔の短縮等の取組等を推進します。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⻑を
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）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
地域の飼料化可能な未利⽤資源を飼料と
して利⽤する取組等を推進します。 

イイ  ⽣⽣産産基基盤盤強強化化をを⽀⽀ええるる環環境境整整備備  
（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、国産飼料増産や安定確保に
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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。また、多様な⼈材の
参画を図る取組を加速的に推進します。 

 
６６  需需要要構構造造等等のの変変化化にに対対応応ししたた⽣⽣産産基基盤盤のの

強強化化とと流流通通・・加加⼯⼯構構造造のの合合理理化化    
（（１１））⾁⾁⽤⽤⽜⽜・・酪酪農農のの⽣⽣産産拡拡⼤⼤ななどど畜畜産産のの競競争争

⼒⼒強強化化  
アア  ⽣⽣産産基基盤盤のの強強化化  
（ア）⽜⾁・⽜乳乳製品等畜産物の国内需要

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、繁殖性の向上による分娩
間隔の短縮等の取組等を推進します。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⻑を
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）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
地域の飼料化可能な未利⽤資源を飼料と
して利⽤する取組等を推進します。 

イイ  ⽣⽣産産基基盤盤強強化化をを⽀⽀ええるる環環境境整整備備  
（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、国産飼料増産や安定確保に
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向けた指導・研修、飼料⽤種⼦の備蓄、
エコフィード等の利活⽤及び高品質化

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
強化を推進するため、その仕組みについ
て周知徹底を図るほか、全国の家畜⼈⼯
授精所への⽴⼊検査を実施するととも
に、家畜遺伝資源の利⽤者の範囲等につ
いて制限を付す売買契約の普及を図り
ます。また、家畜⼈⼯授精⽤精液等の流
通を全国的に管理するシステムの構築・
運⽤等を推進するとともに、和⽜の⾎統
の信頼を確保するため、遺伝⼦型の検査
によるモニタリング調査を推進する取
組を⽀援します。 

（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「畜舎等の建築等及び利⽤の
特例に関する法律案」を第 204 回国会に
提出したところです。 

（（２２））新新たたなな需需要要にに応応ええるる園園芸芸作作物物等等のの⽣⽣産産体体
制制のの強強化化  

アア  野野菜菜  
（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
対応機能の三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。 

イイ  果果樹樹  
（ア）優良品⽬・品種への改植・新植及びそ

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
へ い

坦
た ん

で
作業性の良い⽔⽥等への新植や、労働⽣
産性向上が⾒込まれる省⼒樹形の導⼊
を推進するとともに、まとまった⾯積で
の省⼒樹形及び機械作業体系の導⼊等
による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）省⼒樹形の導⼊推進のため、省⼒樹形
⽤苗⽊の安定⽣産に向けたモデル的な
取組を⽀援します。 

ウウ  花花きき  
（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）需要構造の変化に対応した流通体制を
構築するため、コールドチェーン整備、
川上と川下が連携した情報伝達のデジ
タル化の実証等を⽀援します。 

エエ  茶茶、、⽢⽢味味資資源源作作物物等等のの地地域域特特産産物物  
（ア）茶 
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及びお茶の⽂化の振興に関する基本⽅針」
に基づき、消費者ニーズへの対応や輸出
の促進等に向け、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、てん茶等
の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 
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

じ っ しょ う

圃
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、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。 

（（３３））⽶⽶政政策策改改⾰⾰のの着着実実なな推推進進とと⽔⽔⽥⽥ににおおけけるる
⾼⾼収収益益作作物物等等へへのの転転換換  

アア  消消費費者者・・実実需需者者のの需需要要にに応応じじたた多多様様なな⽶⽶
のの安安定定供供給給  

（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、産地・⽣産者と実需者が結び付いた
事前契約や複数年契約による安定取引の
推進、⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦による
⽀援、都道府県産別、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

さ く ほ

の解消や作付けの団
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、⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦に
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より、⻨、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。 

（ウ）コメ・コメ加⼯品の輸出拡⼤ 
「輸出拡⼤実⾏戦略」で掲げた、コメ・

パックご飯・⽶粉及び⽶粉製品の輸出額
⽬標の達成に向けて、輸出ターゲット国・
地域である⾹港、アメリカ、中国、シン
ガポールを中⼼とする輸出拡⼤が⾒込ま
れる国・地域での海外需要開拓・プロモ
ーションや海外規制に対応する取組に対
して⽀援するとともに、⼤ロットで輸出
⽤⽶の⽣産・供給に取り組む産地の育成
等の取組を推進します。 

（エ）⽶の消費拡⼤ 
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。 

イイ  ⻨⻨・・⼤⼤⾖⾖  
短期的な変動はあるものの需要が中⻑

期的に安定・堅調に推移している国産⻨・
⼤⾖については、「⻨・⼤⾖増産プロジェク
ト」における検討結果を踏まえ、作付けの
団地化の推進や営農技術の導⼊を通じた
産地の⽣産体制の強化・⽣産の効率化や、
実需の求める量・品質・価格の安定に向け
た取組を⽀援します。 

ウウ  ⾼⾼収収益益作作物物へへのの転転換換  
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。 
エエ  ⽶⽶粉粉⽤⽤⽶⽶・・飼飼料料⽤⽤⽶⽶  

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⻑期
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の需
要拡⼤に向けた取組の推進や、⽶粉⽤⽶
⽣産者と⽶粉製造事業者とのマッチング
を⽬的とした情報交換会を開催し⽣産と
実需の複数年契約による⻑期安定的な取
引の拡⼤等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製
造⼯程管理 JAS の普及を推進します。 

（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
な取組や、⽣産と実需の複数年契約によ
る⻑期安定的な取引の拡⼤等を推進しま
す。 

オオ  ⽶⽶・・⻨⻨・・⼤⼤⾖⾖等等のの流流通通  
「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・⻨・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
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は、⽞⽶輸送のフレキシブルコンテナバッ
グ利⽤の推進、精⽶物流の合理化に向けた
商慣⾏の⾒直し等によるホワイト物流運
動の推進に取り組みます。 

（（４４））農農業業⽣⽣産産⼯⼯程程管管理理のの推推進進とと効効果果的的なな農農作作
業業安安全全対対策策のの展展開開  

アア  農農業業⽣⽣産産⼯⼯程程管管理理のの推推進進  
農産物においては、令和 12（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、国際⽔準
GAP ガイドラインを活⽤した指導や産地
単位の取組等を推進します。 

畜産物においては、JGAP 家畜・畜産物
や GLOBALG.A.P.の認証取得の拡⼤を図
ります。 

また、農業⾼校や農業⼤学校等における
教育カリキュラムの強化等により、農業教
育機関における GAP に関する教育の充実
を図ります。 

イイ  農農作作業業等等安安全全対対策策のの展展開開  
（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７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
ーム及び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・⾷品産業の作業安全対策
について、「農林⽔産業・⾷品産業の作
業安全のための規範」も活⽤し、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。 

（（５５））良良質質かかつつ低低廉廉なな農農業業資資材材のの供供給給やや農農産産物物
のの⽣⽣産産・・流流通通・・加加⼯⼯のの合合理理化化  

ア 「農業競争⼒強化プログラム」（平成 28
（2016）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、スマート農業技術
の普及が期待される農業機械の製造事
業者等の参⼊を促進します。 

イ 引き続き、農産物検査規格の⾒直しに向
けて、令和２(2020)年７⽉に閣議決定した
規制改⾰実施計画を踏まえ、多様化する⽶
の流通ルートや消費者ニーズに即したも
のとすべく、同年９⽉より開催している
「農産物検査規格・⽶穀の取引に関する検
討会」において、産地品種銘柄や包装規格
などについても、令和３(2021)年度上期ま
でに結論を得るよう検討を進めます。 

また、令和２(2020)年度で結論が得られ
た以下の項⽬については、速やかに規格設
定等の技術的事項について、検討・整理を
進めます。 

（ア）機械鑑定を前提とした農産物検査規格
の策定 

（イ）サンプリング⽅法の⾒直し 
（ウ）農産物検査証明における「皆掛重量」

の廃⽌ 
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の廃⽌ 
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（エ）穀粒判別器等科学的検査の更なる精度
向上を図るため、AI 画像分析等による次
世代穀粒判別器の開発を推進 

（オ）スマートフードチェーンとこれを活⽤
した JAS 規格の制定 

 
７７  情情報報通通信信技技術術等等のの活活⽤⽤にによよるる農農業業⽣⽣産産・・流流

通通現現場場ののイイノノベベーーシショョンンのの促促進進  
（（１１））ススママーートト農農業業のの加加速速化化ななどど農農業業現現場場ででのの

デデジジタタルル技技術術のの利利活活⽤⽤のの推推進進  
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。実証に当たっては、輸出
重点品⽬の産地強化やシェアリング等の
新たな農業⽀援サービス等のテーマに基
づいた実証に取り組みます。 

イ 農機メーカー、⾦融、保険等⺠間企業が
参画して令和２（2020）年４⽉に設⽴され
たプラットフォームにおいて、農機のリー
ス・シェアリングやドローン操作の代⾏サ
ービスなど新たな農業⽀援サービスの創
出が進むよう、業者間の情報共有やマッチ
ングなどを進めます。 

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、⼤学や⺠間企業等と
連携して、農業データ連携基盤(WAGRI)
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みま
す。また、事業者間でデータ連携するため
のオープン API 整備・活⽤に必要となるル
ールづくりへの⽀援や、⽣育・出荷等の予

測モデルの実装等による農業データ連携
基盤の活⽤促進によりデータを活⽤した
農業を推進します。 

オ 「スマート農業推進総合パッケージ」（令
和３（2021）年２⽉改訂）を踏まえ、関係
者協⼒の下、スマート農業の様々な課題の
解決や加速化に必要な施策を総合的に展
開します。 

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。 

（（２２））  農農業業施施策策のの展展開開ににおおけけるるデデジジタタルル化化のの
推推進進  

ア 農業現場と農林⽔産省が切れ⽬なくつ
ながり、⾏政⼿続に係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）の eMAFF 等との連動を
進め、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 eMAFF の利⽤を進めながら、デジタル
地図を活⽤して、農地台帳、⽔⽥台帳等の
農地の現場情報を統合し、農地の利⽤状況
の現地確認等の抜本的な効率化・省⼒化を
図るための「農林⽔産省地理情報共通管理
システム」の開発に向けた取組を進めます。 

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。 
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（（３３））イイノノベベーーシショョンン創創出出・・技技術術開開発発のの推推進進    
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。 

アア  研研究究開開発発のの推推進進  
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「官⺠研究開発投資拡⼤プログラム
（PRISM）」等を活⽤して研究開発を推進
します。 

また、総合科学技術・イノベーション会
議が決定したムーンショット⽬標５「2050
年までに、未利⽤の⽣物機能等のフル活⽤
により、地球規模でムリ・ムダのない持続
的な⾷料供給産業を創出」を実現するため、
困難だが実現すれば⼤きなインパクトが
期待される挑戦的な研究開発（ムーンショ
ット型研究開発）を推進します。 

さらに、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。 

イイ  国国際際農農林林⽔⽔産産業業研研究究のの推推進進  
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、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
ける海外研究機関等との積極的な MOU
（研究協定覚書）の締結や拠点整備の取組
を⽀援します。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。 

ウウ  科科学学にに基基づづくく⾷⾷品品安安全全、、動動物物衛衛⽣⽣、、植植物物
防防疫疫等等のの施施策策にに必必要要なな研研究究のの更更ななるる推推進進  

（ア）「レギュラトリーサイエンス研究推進
計画」（平成 27（2015）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、⺠間企業、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
究事業の成果を国⺠に分かりやすい形
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。 

エエ  戦戦略略的的なな研研究究開開発発をを推推進進すするるたためめのの環環
境境整整備備  

（ア）「農林⽔産研究における知的財産に関
する⽅針」（平成 28（2016）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、専
⾨家による指導・助⾔等を⾏います。ま
た、知的財産マネジメントに係る取組の
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⾼度化のため、国際標準化に係る助⾔や
セミナー、マニュアル整備等を実施しま
す。 

（イ）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、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。 

（ウ）最先端技術の研究開発及び実⽤化に向
けて、国⺠への分かりやすい情報発信、
意⾒交換を⾏い、国⺠に受け⼊れられる
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、国⺠の理解
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。 

オオ  開開発発技技術術のの迅迅速速なな普普及及・・定定着着  
（ア）「橋渡し」機能の強化 

ａ 異分野のアイデア・技術等を農林⽔産
業・⾷品産業等の分野に導⼊し、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。 

また、創出された成果について海外で
展開する際の市場調査や現地における開
発、実証試験を⽀援します。 

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、⺠間企業等の地域の
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 農林⽔産業・⾷品産業分野において、
サービス事業体の創出やフードテック等

の新たな技術の事業化を⽬指すスタート
アップが⾏う研究開発等を切れ⽬なく⽀
援します。 

ｄ 産学官を結び付ける研究開発プラット
フォーム作りのため、「知」の集積と活
⽤の場の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、意⾒交換を⾏うとと
もに、研究成果の海外展開を⽀援します。  

ｅ 研究成果の展⽰会、相談会・商談会等
により、研究機関、⽣産者、社会実装の
担い⼿等がイノベーション創出に向けた
技術交流を推進します。 

ｆ 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。 

ｇ 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、普及指
導員が試験研究機関や⺠間企業等と連携
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。 
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８８  気気候候変変動動へへのの対対応応等等環環境境政政策策のの推推進進  
⾷料・農林⽔産業の⽣産⼒向上と持続性の

両⽴をイノベーションで実現させるため、中
⻑期的な観点から戦略的に取り組む政策⽅
針として「みどりの⾷料システム戦略」を令
和３（2021）年５⽉までに策定することとし
ています。 

本戦略に基づき、⽣産から消費のサプライ
チェーン全体について、労⼒軽減・⽣産性向
上、地域資源の最⼤活⽤、脱炭素（温暖化防
⽌）、化学農薬・化学肥料の低減の点から⽬指
す姿として、 
・ 令和 22（2040）年までに、⾰新的な技

術・⽣産体系を順次開発（技術開発⽬標） 
・ 令和 32（2050）年までに、⾰新的な技

術・⽣産体系の開発を踏まえ、今後、「政策
⼿法のグリーン化」（補助・投融資・税・制
度等の政策誘導の⼿法に環境の観点を盛
り込むことで、環境配慮の取組を促すもの）
を推進し、その社会実装を実現（社会実装
⽬標） 

という２段階の⽬標を掲げるとともに、従来
の施策の延⻑ではない形で、サプライチェー
ンの各段階における環境負荷の低減と労働
安全性・労働⽣産性の⼤幅な向上をイノベー
ションにより実現していくための道筋を⽰
します。本戦略の推進に当たっては、⽣産現
場を始めとする関係者の理解を得ることが
最も重要であることから、そのことに最⼤限
配慮しつつ、意欲的な取組を引き出すことを
基本に社会実装を進めます。 

本戦略を、各種政府⽅針等に反映するとと
もに、アジアモンスーン地域の持続的な⾷料
システムの取組モデルとして、令和３（2021）
年９⽉開催予定の国連⾷料システムサミッ
ト等において、我が国から積極的に打ち出し、
国際ルールメーキングに参画します。 

（（１１））気気候候変変動動にに対対すするる緩緩和和・・適適応応策策のの推推進進  
ア 「農林⽔産省地球温暖化対策計画」（平成

29（2017）年３⽉策定）を改定するととも
に、同計画に基づき、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。また、
家畜由来の GHG 排出量の国連への報告の
算出に必要な消化管由来のメタン量等の
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。また、バイオ炭の農地施⽤に伴
う影響評価、炭素貯留効果と⼟壌改良効果
を併せ持つバイオ炭資材の開発等に取り
組みます。 

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、「廃棄物処理施設整備計画」（平成 30
（2018）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 ⾷品関連事業者の TCFD 提⾔に基づく
気候リスク・機会に関する情報開⽰のため
の⼿引きの作成、農林漁業関係の脱炭素技
術紹介資料の作成、ESG 投資のための事例
調査等を実施し、フードサプライチェーン
における脱炭素化の実践とその可視化（⾒
える化）を推進します。 

ク 気候変動影響評価に関する最新の科学
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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 ⾷品関連事業者の TCFD 提⾔に基づく
気候リスク・機会に関する情報開⽰のため
の⼿引きの作成、農林漁業関係の脱炭素技
術紹介資料の作成、ESG 投資のための事例
調査等を実施し、フードサプライチェーン
における脱炭素化の実践とその可視化（⾒
える化）を推進します。 

ク 気候変動影響評価に関する最新の科学
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的知⾒等を踏まえ、「農林⽔産省気候変動
適応計画」（平成 30（2018）年 11 ⽉改定）
等を⾒直し、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）中⻑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）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（農業⽣産における気候変動適応
ガイド）を、都道府県普及指導員等を通
じて、農業者への普及啓発に努めます。 

（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及び適応策
の実践を推進するために、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。 

ケ 科学的なエビデンスに基づいた緩和策
の導⼊・拡⼤に向けて、研究者、農業者、
⾃治体等の連携による技術の開発・最適化
を推進するとともに、農業者等の地球温暖
化適応⾏動・温室効果ガス削減⾏動を促進
するための政策措置に関する研究を実施
します。 

コ 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。 

（（２２））⽣⽣物物多多様様性性のの保保全全及及びび利利⽤⽤    
ア 「農林⽔産省⽣物多様性戦略」（平成 24

（2012）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、
輸⼊時のモニタリング検査及び特定の⽣
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、
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。 

（（３３））有有機機農農業業のの更更ななるる推推進進    
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、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
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的知⾒等を踏まえ、「農林⽔産省気候変動
適応計画」（平成 30（2018）年 11 ⽉改定）
等を⾒直し、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）中⻑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）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（農業⽣産における気候変動適応
ガイド）を、都道府県普及指導員等を通
じて、農業者への普及啓発に努めます。 

（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及び適応策
の実践を推進するために、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。 

ケ 科学的なエビデンスに基づいた緩和策
の導⼊・拡⼤に向けて、研究者、農業者、
⾃治体等の連携による技術の開発・最適化
を推進するとともに、農業者等の地球温暖
化適応⾏動・温室効果ガス削減⾏動を促進
するための政策措置に関する研究を実施
します。 

コ 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。 

（（２２））⽣⽣物物多多様様性性のの保保全全及及びび利利⽤⽤    
ア 「農林⽔産省⽣物多様性戦略」（平成 24

（2012）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、
輸⼊時のモニタリング検査及び特定の⽣
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、
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。 

（（３３））有有機機農農業業のの更更ななるる推推進進    
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、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
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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。 

（（４４））⼟⼟づづくくりりのの推推進進    
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、その広域流通・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。 

（（５５））農農業業分分野野ににおおけけるるププララススチチッッククごごみみ問問題題
へへのの対対応応  

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。 

（（６６））農農業業のの⾃⾃然然循循環環機機能能のの維維持持増増進進ととココミミュュ
ニニケケーーシショョンン  

ア 有機農業を消費者に分かりやすく伝え
る取組を推進します。 

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、令和２(2020)年
６⽉に⽴ち上げた官⺠協働のプラットフ
ォームである「あふの環（わ）2030 プロジ

ェクト〜⾷と農林⽔産業のサステナビリ
ティを考える〜」での活動を通じて、持続
可能な消費を促進します。 

 
ⅣⅣ  農農村村のの振振興興にに関関すするる施施策策  
  
１１  地地域域資資源源をを活活⽤⽤ししたた所所得得とと雇雇⽤⽤機機会会のの確確

保保  
（（１１））中中⼭⼭間間地地域域等等のの特特性性をを活活かかししたた複複合合経経営営

等等のの多多様様なな農農業業経経営営のの推推進進  
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、
地域の取組を⽀援します。 

ウ 中⼭間地域等の特⾊を活かした営農の
確⽴と所得の確保に向けて、地域のニーズ
に応じて、農業⽣産を⽀える⽔路、圃場

ほ じ ょ う

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。 

（（２２））地地域域資資源源のの発発掘掘・・磨磨きき上上げげとと他他分分野野ととのの
組組合合せせ等等をを通通じじたた所所得得とと雇雇⽤⽤機機会会のの確確保保  

アア  農農村村発発イイノノベベーーシショョンンををははじじめめととししたた
地地域域資資源源のの⾼⾼付付加加価価値値化化のの推推進進  

（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。 
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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。 

（（４４））⼟⼟づづくくりりのの推推進進    
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、その広域流通・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。 

（（５５））農農業業分分野野ににおおけけるるププララススチチッッククごごみみ問問題題
へへのの対対応応  

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。 

（（６６））農農業業のの⾃⾃然然循循環環機機能能のの維維持持増増進進ととココミミュュ
ニニケケーーシショョンン  

ア 有機農業を消費者に分かりやすく伝え
る取組を推進します。 

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、令和２(2020)年
６⽉に⽴ち上げた官⺠協働のプラットフ
ォームである「あふの環（わ）2030 プロジ

ェクト〜⾷と農林⽔産業のサステナビリ
ティを考える〜」での活動を通じて、持続
可能な消費を促進します。 

 
ⅣⅣ  農農村村のの振振興興にに関関すするる施施策策  
  
１１  地地域域資資源源をを活活⽤⽤ししたた所所得得とと雇雇⽤⽤機機会会のの確確

保保  
（（１１））中中⼭⼭間間地地域域等等のの特特性性をを活活かかししたた複複合合経経営営

等等のの多多様様なな農農業業経経営営のの推推進進  
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、
地域の取組を⽀援します。 

ウ 中⼭間地域等の特⾊を活かした営農の
確⽴と所得の確保に向けて、地域のニーズ
に応じて、農業⽣産を⽀える⽔路、圃場

ほ じ ょ う

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。 

（（２２））地地域域資資源源のの発発掘掘・・磨磨きき上上げげとと他他分分野野ととのの
組組合合せせ等等をを通通じじたた所所得得とと雇雇⽤⽤機機会会のの確確保保  

アア  農農村村発発イイノノベベーーシショョンンををははじじめめととししたた
地地域域資資源源のの⾼⾼付付加加価価値値化化のの推推進進  

（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。 

	Ⅳ	 農村の振興に関する施策
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（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認知度向上、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。 

イイ  農農泊泊のの推推進進  
（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、農家⺠
宿や古⺠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
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
村を都市部の住⺠との交流の場等とし
て活⽤する取組を⽀援します。 

ウウ  ジジビビエエ利利活活⽤⽤のの拡拡⼤⼤  
（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、ジビエ未利⽤地域への処理加
⼯施設や移動式解体処理⾞等の整備等
の優先的な⽀援、従来の協議会⽅式の取
組に加え、コンソーシアム⽅式による、
より柔軟な取組への⽀援、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（2014）
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
普及を推進します。 

エエ  農農福福連連携携のの推推進進    
「農福連携等推進ビジョン」（令和元

（2019）年６⽉策定）に基づき、農福・林
福・⽔福連携の⼀層の推進に向け、障害者
等の農林⽔産業に関する技術習得、障害者
等の雇⽤・就労に配慮した⽣産・加⼯・販
売施設の整備、全国的な展開に向けた普及
啓発、現場の課題に即した都道府県の取組
等を⽀援します。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実
施します。 

オオ  農農村村へへのの農農業業関関連連産産業業のの導導⼊⼊等等  
（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
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（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認知度向上、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。 

イイ  農農泊泊のの推推進進  
（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、農家⺠
宿や古⺠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
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
村を都市部の住⺠との交流の場等とし
て活⽤する取組を⽀援します。 

ウウ  ジジビビエエ利利活活⽤⽤のの拡拡⼤⼤  
（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、ジビエ未利⽤地域への処理加
⼯施設や移動式解体処理⾞等の整備等
の優先的な⽀援、従来の協議会⽅式の取
組に加え、コンソーシアム⽅式による、
より柔軟な取組への⽀援、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（2014）
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
普及を推進します。 

エエ  農農福福連連携携のの推推進進    
「農福連携等推進ビジョン」（令和元

（2019）年６⽉策定）に基づき、農福・林
福・⽔福連携の⼀層の推進に向け、障害者
等の農林⽔産業に関する技術習得、障害者
等の雇⽤・就労に配慮した⽣産・加⼯・販
売施設の整備、全国的な展開に向けた普及
啓発、現場の課題に即した都道府県の取組
等を⽀援します。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実
施します。 

オオ  農農村村へへのの農農業業関関連連産産業業のの導導⼊⼊等等  
（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
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の成⻑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」の創出・推進に向けた活動
を⽀援します。 

（（３３））地地域域経経済済循循環環のの拡拡⼤⼤  
アア  ババイイオオママスス・・再再⽣⽣可可能能エエネネルルギギーーのの導導⼊⼊、、

地地域域内内活活⽤⽤  
（ア）バイオマスを基軸とする新たな産業の

振興 
ａ 「バイオマス活⽤推進基本計画」（平成

28（2016）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
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。 

（ｄ）バイオマス由来の新素材開発を推進
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
の導⼊等に向けた相談対応や地域内活⽤
の体制構築に関する取組、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。 

イイ  農農畜畜産産物物やや加加⼯⼯品品のの地地域域内内消消費費  
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。 
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の成⻑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」の創出・推進に向けた活動
を⽀援します。 

（（３３））地地域域経経済済循循環環のの拡拡⼤⼤  
アア  ババイイオオママスス・・再再⽣⽣可可能能エエネネルルギギーーのの導導⼊⼊、、

地地域域内内活活⽤⽤  
（ア）バイオマスを基軸とする新たな産業の

振興 
ａ 「バイオマス活⽤推進基本計画」（平成

28（2016）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。 
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ウウ  農農村村ににおおけけるるSSDDGGssのの達達成成にに向向けけたた取取組組
のの推推進進    

（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、市
町村が中⼼となって、地域産業、地域住
⺠が参画し、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。 

（（４４））多多様様なな機機能能をを有有すするる都都市市農農業業のの推推進進    
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、都市住⺠の理解の
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。 

 
２２  中中⼭⼭間間地地域域等等ををははじじめめととすするる農農村村にに⼈⼈がが

住住みみ続続けけるるたためめのの条条件件整整備備  
（（１１））地地域域ココミミュュニニテティィ機機能能のの維維持持やや強強化化  

アア  世世代代をを超超ええたた⼈⼈々々にによよるる地地域域ののビビジジョョ
ンンづづくくりり  

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。 

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、プロジ
ェクト及び有識者から成る検討会におい
て総合的に検討します。 

イイ  「「⼩⼩ささなな拠拠点点」」のの形形成成のの推推進進  
（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
落との間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。 

ウウ  地地域域ココミミュュニニテティィ機機能能のの形形成成ののたためめのの
場場づづくくりり  

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、公⺠館が 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。 

（（２２））多多⾯⾯的的機機能能のの発発揮揮のの促促進進  
農業の有する多⾯的機能の発揮を促進
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ウウ  農農村村ににおおけけるるSSDDGGssのの達達成成にに向向けけたた取取組組
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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。 

アア  多多⾯⾯的的機機能能⽀⽀払払制制度度  
（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。 

イイ  中中⼭⼭間間地地域域等等直直接接⽀⽀払払制制度度  
（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、引き続き、
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、将来に向けた活動
を⽀援します。 

ウウ  環環境境保保全全型型農農業業直直接接⽀⽀払払制制度度  
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。 

エエ  森森林林・・⼭⼭村村多多⾯⾯的的機機能能発発揮揮対対策策  
地域住⺠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。 

（（３３））⽣⽣活活イインンフフララ等等のの確確保保  
アア  住住居居、、情情報報基基盤盤、、交交通通等等のの⽣⽣活活イインンフフララ

等等のの確確保保  
（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、⻑寿命化や⽼
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
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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。 

エエ  森森林林・・⼭⼭村村多多⾯⾯的的機機能能発発揮揮対対策策  
地域住⺠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。 

（（３３））⽣⽣活活イインンフフララ等等のの確確保保  
アア  住住居居、、情情報報基基盤盤、、交交通通等等のの⽣⽣活活イインンフフララ

等等のの確確保保  
（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、⻑寿命化や⽼
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
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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、⺠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。 

（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 地域住⺠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
町村独⾃の取組や⺠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

診療所等による住⺠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。 
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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、⺠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。 

（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 地域住⺠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
町村独⾃の取組や⺠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

診療所等による住⺠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。 
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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⺠の⽣
命・財産及び⽣活環境の保全を図ります。
これらの施策の実施に当たっては、流域
治⽔の取組との連携を図ります。 

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
として住⺠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、国⺠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 防災拠点、重要交通網、ライフライン
施設等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、砂防堰堤

え ん 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 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。 

ｈ 農地災害等を防⽌するため、ハード対
策に加え、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、地域住⺠の
安全な⽣活の確保を図ります。 

ｉ 橋梁
きょうりょう

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。 

イイ  定定住住条条件件整整備備ののたためめのの総総合合的的なな⽀⽀援援  
（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。 

（（４４））⿃⿃獣獣被被害害対対策策等等のの推推進進  
ア 「⿃獣による農林⽔産業等に係る被害の
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ｂ 介護・福祉サービスについて、地域密
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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。 
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より、国⺠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。 
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施設等が存在する⼟砂災害の発⽣のおそ
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きょうりょう
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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、関係府省庁が連携・協⼒し、個体数等
の削減に向けて、被害防⽌対策を推進しま
す。特にシカ・イノシシについては、令和
５（2023）年度までに平成 23（2011）年度
⽐で⽣息頭数を半減させる⽬標の達成に
向けて、引き続き、関係府省庁等と連携し
ながら、捕獲の強化を推進します。 

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。 

 
３３  農農村村をを⽀⽀ええるる新新たたなな動動ききやや活活⼒⼒のの創創出出  
（（１１））地地域域をを⽀⽀ええるる体体制制及及びび⼈⼈材材づづくくりり  

アア  地地域域運運営営組組織織のの形形成成等等をを通通じじたた地地域域をを
持持続続的的にに⽀⽀ええるる体体制制づづくくりり  

（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推
進します。 

（イ）中⼭間地域等直接⽀払制度における集
落戦略の推進や加算措置等により、集落
協定の広域化や地域づくり団体の設⽴

に資する取組等を⽀援します。 
イイ  地地域域内内のの⼈⼈材材のの育育成成及及びび確確保保  

令和２（2020）年度から始まった、学び
を通じた⼈づくり・つながりづくり・地域
づくりの専⾨⼈材である「社会教育⼠」に
ついて、地域の⼈材や資源等をつなぐ⼈材
としての専⾨性が適切に評価され、⾏政や
NPO 等の各所で活躍するよう、その専⾨
性や活躍の場、モデルケースについて広く
広報し、本制度の周知を図ります。 

また、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マルチ
ワーク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。 

ウウ  関関係係⼈⼈⼝⼝のの創創出出・・拡拡⼤⼤やや関関係係のの深深化化をを通通
じじたた地地域域のの⽀⽀ええととななるる⼈⼈材材のの裾裾野野のの拡拡⼤⼤  

（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）関係⼈⼝の創出・拡⼤等に取り組む市
町村について、新たに地⽅交付税措置を
⾏います。 

（エ）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。 

（オ）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。 

 

39 
 

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、関係府省庁が連携・協⼒し、個体数等
の削減に向けて、被害防⽌対策を推進しま
す。特にシカ・イノシシについては、令和
５（2023）年度までに平成 23（2011）年度
⽐で⽣息頭数を半減させる⽬標の達成に
向けて、引き続き、関係府省庁等と連携し
ながら、捕獲の強化を推進します。 

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。 

 
３３  農農村村をを⽀⽀ええるる新新たたなな動動ききやや活活⼒⼒のの創創出出  
（（１１））地地域域をを⽀⽀ええるる体体制制及及びび⼈⼈材材づづくくりり  

アア  地地域域運運営営組組織織のの形形成成等等をを通通じじたた地地域域をを
持持続続的的にに⽀⽀ええるる体体制制づづくくりり  

（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推
進します。 

（イ）中⼭間地域等直接⽀払制度における集
落戦略の推進や加算措置等により、集落
協定の広域化や地域づくり団体の設⽴

に資する取組等を⽀援します。 
イイ  地地域域内内のの⼈⼈材材のの育育成成及及びび確確保保  

令和２（2020）年度から始まった、学び
を通じた⼈づくり・つながりづくり・地域
づくりの専⾨⼈材である「社会教育⼠」に
ついて、地域の⼈材や資源等をつなぐ⼈材
としての専⾨性が適切に評価され、⾏政や
NPO 等の各所で活躍するよう、その専⾨
性や活躍の場、モデルケースについて広く
広報し、本制度の周知を図ります。 

また、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マルチ
ワーク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。 

ウウ  関関係係⼈⼈⼝⼝のの創創出出・・拡拡⼤⼤やや関関係係のの深深化化をを通通
じじたた地地域域のの⽀⽀ええととななるる⼈⼈材材のの裾裾野野のの拡拡⼤⼤  

（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）関係⼈⼝の創出・拡⼤等に取り組む市
町村について、新たに地⽅交付税措置を
⾏います。 

（エ）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。 

（オ）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。 

39



 

40 
 

エエ  多多様様なな⼈⼈材材のの活活躍躍にによよるる地地域域課課題題のの解解
決決    

「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、⺠間事業者と連携
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、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。 

（（２２））農農村村のの魅魅⼒⼒のの発発信信  
アア  副副業業・・兼兼業業ななどどのの多多様様ななラライイフフススタタイイルル

のの提提⽰⽰  
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在り⽅につ
いて検討します。また、地⽅での「お試し
勤務」の受⼊れを通じて、都市部の企業等
のサテライトオフィスの誘致に取り組む
地⽅公共団体を⽀援します。 

イイ  棚棚⽥⽥地地域域のの振振興興とと魅魅⼒⼒のの発発信信  
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。 

ウウ  様様々々なな特特⾊⾊ああるる地地域域のの魅魅⼒⼒のの発発信信  
（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（2003）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）良好な農村環境の保全・向上を図るた
め、農⽤地や⽔路等の適切な保全管理に
より、良好な景観形成や⽣態系保全を推
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
た⺠俗⽂化財に関して、特に重要なもの
を重要有形⺠俗⽂化財や重要無形⺠俗
⽂化財に指定するとともに、その修理や
伝承事業等を⽀援します。 

（コ）保存及び活⽤が特に必要とされる有形
の⺠俗⽂化財について登録有形⺠俗⽂
化財に登録するとともに、保存箱等の修
理・新調を⽀援します。 

（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
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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。 

（（２２））農農村村のの魅魅⼒⼒のの発発信信  
アア  副副業業・・兼兼業業ななどどのの多多様様ななラライイフフススタタイイルル

のの提提⽰⽰  
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在り⽅につ
いて検討します。また、地⽅での「お試し
勤務」の受⼊れを通じて、都市部の企業等
のサテライトオフィスの誘致に取り組む
地⽅公共団体を⽀援します。 

イイ  棚棚⽥⽥地地域域のの振振興興とと魅魅⼒⼒のの発発信信  
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。 

ウウ  様様々々なな特特⾊⾊ああるる地地域域のの魅魅⼒⼒のの発発信信  
（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（2003）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）良好な農村環境の保全・向上を図るた
め、農⽤地や⽔路等の適切な保全管理に
より、良好な景観形成や⽣態系保全を推
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
た⺠俗⽂化財に関して、特に重要なもの
を重要有形⺠俗⽂化財や重要無形⺠俗
⽂化財に指定するとともに、その修理や
伝承事業等を⽀援します。 

（コ）保存及び活⽤が特に必要とされる有形
の⺠俗⽂化財について登録有形⺠俗⽂
化財に登録するとともに、保存箱等の修
理・新調を⽀援します。 

（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
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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。 

（（３３））多多⾯⾯的的機機能能にに関関すするる国国⺠⺠のの理理解解のの促促進進等等  
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認知度向上、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。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、国⺠への理解の促進・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。 

 
４４  ⅣⅣ１１〜〜３３にに沿沿っったた施施策策をを継継続続的的にに進進めめるる

たためめのの関関係係府府省省でで連連携携ししたた仕仕組組みみづづくくりり  
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
や⺠間とともに、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。 

  
ⅤⅤ  東東⽇⽇本本⼤⼤震震災災かかららのの復復旧旧・・復復興興とと⼤⼤

規規模模⾃⾃然然災災害害へへのの対対応応にに関関すするる施施策策  
  
１１  東東⽇⽇本本⼤⼤震震災災かかららのの復復旧旧・・復復興興  

「第２期復興・創⽣期間以降における東⽇
本⼤震災からの復興の基本⽅針」（令和３
（2021）年３⽉改定）等に沿って、以下の取
組を推進します。 

（（１１））地地震震・・津津波波災災害害かかららのの復復旧旧・・復復興興  
アア  農農地地等等のの⽣⽣産産基基盤盤のの復復旧旧・・整整備備  
（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）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（2013）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。 

イイ  経経営営のの継継続続・・再再建建  
（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おいても、
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。 

ウウ  再再⽣⽣可可能能エエネネルルギギーーのの導導⼊⼊  
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。 

エエ  農農⼭⼭漁漁村村対対策策  
福島イノベーション・コースト構想に基

づき、ICT やロボット技術などを活⽤して
農林⽔産分野の先端技術の開発を⾏うと
ともに、状況変化等に起因して新たに現場
が直⾯している課題の解消に資する現地
実証や社会実装に向けた取組を推進しま
す。 

オオ  東東⽇⽇本本⼤⼤震震災災復復興興交交付付⾦⾦  
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。 

（（２２））原原⼦⼦⼒⼒災災害害かかららのの復復旧旧・・復復興興  
アア  ⾷⾷品品中中のの放放射射性性物物質質のの検検査査体体制制及及びび⾷⾷

品品のの出出荷荷制制限限  
（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
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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。 

（（３３））多多⾯⾯的的機機能能にに関関すするる国国⺠⺠のの理理解解のの促促進進等等  
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認知度向上、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。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、国⺠への理解の促進・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。 

 
４４  ⅣⅣ１１〜〜３３にに沿沿っったた施施策策をを継継続続的的にに進進めめるる

たためめのの関関係係府府省省でで連連携携ししたた仕仕組組みみづづくくりり  
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
や⺠間とともに、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。 

  
ⅤⅤ  東東⽇⽇本本⼤⼤震震災災かかららのの復復旧旧・・復復興興とと⼤⼤

規規模模⾃⾃然然災災害害へへのの対対応応にに関関すするる施施策策  
  
１１  東東⽇⽇本本⼤⼤震震災災かかららのの復復旧旧・・復復興興  

「第２期復興・創⽣期間以降における東⽇
本⼤震災からの復興の基本⽅針」（令和３
（2021）年３⽉改定）等に沿って、以下の取
組を推進します。 

（（１１））地地震震・・津津波波災災害害かかららのの復復旧旧・・復復興興  
アア  農農地地等等のの⽣⽣産産基基盤盤のの復復旧旧・・整整備備  
（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）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（2013）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。 

イイ  経経営営のの継継続続・・再再建建  
（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おいても、
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。 

ウウ  再再⽣⽣可可能能エエネネルルギギーーのの導導⼊⼊  
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。 

エエ  農農⼭⼭漁漁村村対対策策  
福島イノベーション・コースト構想に基

づき、ICT やロボット技術などを活⽤して
農林⽔産分野の先端技術の開発を⾏うと
ともに、状況変化等に起因して新たに現場
が直⾯している課題の解消に資する現地
実証や社会実装に向けた取組を推進しま
す。 

オオ  東東⽇⽇本本⼤⼤震震災災復復興興交交付付⾦⾦  
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。 

（（２２））原原⼦⼦⼒⼒災災害害かかららのの復復旧旧・・復復興興  
アア  ⾷⾷品品中中のの放放射射性性物物質質のの検検査査体体制制及及びび⾷⾷

品品のの出出荷荷制制限限  
（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
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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
に応じた⺠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、独⽴⾏政法⼈国⺠⽣活センターと共
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。 

イイ  稲稲のの作作付付再再開開にに向向けけたた⽀⽀援援    
令和３（2021）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。 

ウウ  放放射射性性物物質質のの吸吸収収抑抑制制対対策策    
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。 

エエ  農農業業系系副副産産物物循循環環利利⽤⽤体体制制のの再再⽣⽣・・確確⽴⽴    
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。 

オオ  避避難難区区域域等等のの営営農農再再開開⽀⽀援援  
（ア）避難区域等において、除染完了後から

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）福島相双復興官⺠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。 

（エ）被災 12 市町村において、営農再開の
加速化に向けて、福島特措法による特例
措置等を活⽤した農地の利⽤集積、⽣産
と加⼯が⼀体となった⾼付加価値⽣産
を展開する産地の創出を⽀援します。 

カカ  農農産産物物等等輸輸出出回回復復  
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
つつ輸⼊規制の緩和・撤廃に向けた働き掛
けを実施します。 

キキ  福福島島県県産産農農産産物物等等のの⾵⾵評評のの払払拭拭    
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。 

クク  農農産産物物等等消消費費拡拡⼤⼤推推進進    
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、官⺠の連携に
よる取組を推進します。 

ケケ  農農地地⼟⼟壌壌等等のの放放射射性性物物質質のの分分布布状状況況等等
のの推推移移にに関関すするる調調査査    

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。 

ココ  放放射射性性物物質質対対策策技技術術のの開開発発    
被災地の営農再開のため、農地の省⼒的

管理及び⽣産⼒回復を図る技術開発を⾏
います。また、農地の放射性セシウムの移
⾏低減技術を開発し、農作物の安全性を確
保する技術開発を⾏います。 

ササ  たためめ池池等等のの放放射射性性物物質質ののモモニニタタリリンンググ
調調査査、、たためめ池池等等のの放放射射性性物物質質対対策策  

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

 

42 
 

⾏います。 
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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
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質の経年変化等を把握するため、放射性物

42

令和3年度　食料・農業・農村施策



 

43 
 

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。 

シシ  東東電電福福島島第第⼀⼀原原発発事事故故でで被被害害をを受受けけたた
農農林林漁漁業業者者へへのの賠賠償償等等  

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。 

スス  ⾷⾷品品とと放放射射能能にに関関すするるリリススククココミミュュニニ
ケケーーシショョンン  

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。 

セセ  福福島島再再⽣⽣加加速速化化交交付付⾦⾦  
（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
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。 

 
２２  ⼤⼤規規模模⾃⾃然然災災害害へへのの備備ええ  
（（１１））災災害害にに備備ええるる農農業業経経営営のの取取組組のの全全国国展展開開

等等  
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、農業版
BCP の普及等、災害に備える農業経営に向
けた取組を引き続き全国展開します。 

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引き続き推進
します。 

ウ 卸売市場における防災・減災のための施
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⾮常
⽤電源確保対策を推進します。 

（（２２））異異常常気気象象ななどどののリリススククをを軽軽減減すするる技技術術のの
確確⽴⽴・・普普及及  

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。 

（（３３））農農業業・・農農村村のの強強
きょう

靱靱
じん

化化にに向向けけたた防防災災・・減減災災
対対策策  

ア 基幹的な農業⽔利施設の改修等のハー
ド対策と機能診断等のソフト対策を組み
合わせた防災・減災対策を実施します。 

イ 「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。 

ウ 「防災重点農業⽤ため池に係る防災⼯事
等の推進に関する特別措置法」(令和 2 年
法律第 56 号) の規定により都道府県が策
定した推進計画に基づき、優先度の⾼いも
のから防災⼯事等に取り組むとともに、防
災⼯事等が実施されるまでの間について
も、ハザードマップの作成や監視・管理体
制の強化等を⾏うなど、ハード対策とソフ
ト対策を適切に組み合わせて、ため池の防
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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。 

シシ  東東電電福福島島第第⼀⼀原原発発事事故故でで被被害害をを受受けけたた
農農林林漁漁業業者者へへのの賠賠償償等等  

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
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ケケーーシショョンン  

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
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（ウ）地域の実情に応じ、農地の畦
け い
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除去に
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あ ん
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き ょ

排⽔整備等の簡易
な基盤整備を⽀援します。 
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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。 
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等等  
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えるため、農業⽤ハウスの保守管理の徹底
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ド対策と機能診断等のソフト対策を組み
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イ 「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
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災・減災対策を推進します。 
エ 気候変動による降⾬量の増⼤や⽔害の

激甚化・頻発化が予測されるなど⽔災害リ
スクの増⼤に備えるため、⼤⾬により⽔害
が予測される際に、①事前に農業⽤ダムの
⽔位を下げて⾬⽔を貯留する「事前放流」、
②⽔⽥に⾬⽔を⼀時的に貯留させる「⽥ん
ぼダム」、③ため池への⾬⽔の⼀時的な貯
留、④農作物への被害のみならず、市街地
や集落の湛

た ん

⽔
す い

被害も防⽌・軽減させる排⽔
施設の整備等流域治⽔の取組を通じた防
災・減災対策の強化に取り組みます。 

オ 平成 31（2019）年４⽉に改定した排⽔の
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。 

カ 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。 

（（４４））初初動動対対応応ををははじじめめととししたた災災害害対対応応体体制制のの
強強化化  

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の充実を図
ります。 

（（５５））不不測測時時ににおおけけるる⾷⾷料料安安定定供供給給ののたためめのの備備
ええのの強強化化  

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
ける防災・減災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、国⺠への安定供給を確保
するため、100 万 t 程度（令和３（2021）
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⻨について、⼤規模
⾃然災害の発⽣時にも安定供給を確保す
るため、外国産⾷糧⽤⼩⻨需要量の 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
飼料の急激な逼迫

ひ っ 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。 

 
３３  ⼤⼤規規模模⾃⾃然然災災害害かかららのの復復旧旧  
（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・経営再開を図るため、
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、被災した農林漁業関係施設等の早期復
旧を⽀援します。 

  
ⅥⅥ  団団体体にに関関すするる施施策策  

  
アア  農農業業協協同同組組合合系系統統組組織織  

平成 28（2016）年に施⾏された改正後の
「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。 

また、⾦融システムの安定に係る国際的

 

44 
 

災・減災対策を推進します。 
エ 気候変動による降⾬量の増⼤や⽔害の

激甚化・頻発化が予測されるなど⽔災害リ
スクの増⼤に備えるため、⼤⾬により⽔害
が予測される際に、①事前に農業⽤ダムの
⽔位を下げて⾬⽔を貯留する「事前放流」、
②⽔⽥に⾬⽔を⼀時的に貯留させる「⽥ん
ぼダム」、③ため池への⾬⽔の⼀時的な貯
留、④農作物への被害のみならず、市街地
や集落の湛

た ん

⽔
す い

被害も防⽌・軽減させる排⽔
施設の整備等流域治⽔の取組を通じた防
災・減災対策の強化に取り組みます。 

オ 平成 31（2019）年４⽉に改定した排⽔の
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。 

カ 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。 

（（４４））初初動動対対応応ををははじじめめととししたた災災害害対対応応体体制制のの
強強化化  

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の充実を図
ります。 

（（５５））不不測測時時ににおおけけるる⾷⾷料料安安定定供供給給ののたためめのの備備
ええのの強強化化  

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
ける防災・減災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、国⺠への安定供給を確保
するため、100 万 t 程度（令和３（2021）
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⻨について、⼤規模
⾃然災害の発⽣時にも安定供給を確保す
るため、外国産⾷糧⽤⼩⻨需要量の 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
飼料の急激な逼迫

ひ っ 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。 

 
３３  ⼤⼤規規模模⾃⾃然然災災害害かかららのの復復旧旧  
（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・経営再開を図るため、
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、被災した農林漁業関係施設等の早期復
旧を⽀援します。 

  
ⅥⅥ  団団体体にに関関すするる施施策策  

  
アア  農農業業協協同同組組合合系系統統組組織織  

平成 28（2016）年に施⾏された改正後の
「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。 

また、⾦融システムの安定に係る国際的

	Ⅵ	 団体に関する施策

44

令和3年度　食料・農業・農村施策



 

45 
 

な基準に対応するため、「農⽔産業協同組
合貯⾦保険法の⼀部を改正する法律案」を
第 204 回国会に提出したところです。 

イイ  農農業業委委員員会会系系統統組組織織  
担い⼿への農地の集積等、農業委員会に

よる農地利⽤の最適化の取組を⾒える化す
るため、最適化活動を⾏う農業委員・農地
利⽤最適化推進委員の活動記録簿を作成し
ます。 

ウウ  農農業業共共済済団団体体    
農業保険について、⾏政機関、農業協同

組合等の関係団体、農外の専⾨家等と連携
した推進体制を構築します。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。 

エエ  ⼟⼟地地改改良良区区  
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。 

  
ⅦⅦ  ⾷⾷とと農農にに関関すするる国国⺠⺠運運動動のの展展開開等等

をを通通じじたた国国⺠⺠的的合合意意のの形形成成にに関関すするる
施施策策  

 
⾷と環境を⽀える農業・農村への国⺠の理

解の醸成を図るため、消費者・⾷品関連事業
者・⽣産者団体を含めた官⺠協働による、⾷
と農とのつながりの深化に着⽬した新たな
国⺠運動のために必要な措置を講じていき
ます。 

具体的には、農林漁業者による地域の様々
な取組や地域の⾷と農業の魅⼒の発信を⾏
うとともに、地域の農業・農村の価値や⽣み
出される農林⽔産物の魅⼒を伝える交流イ

ベント等を実施します。 
  
ⅧⅧ  新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症ををははじじ

めめととすするる新新たたなな感感染染症症へへのの対対応応  
 

国⺠への⾷料の安定供給を最優先に、新型
コロナウイルス感染症の影響を受けた農林
漁業者・⾷品事業者が⽣産を継続していくた
めの施策を、新型コロナ感染症の状況の推移
を⾒つつ、機動的に実施します。 

また、新型コロナウイルス感染症による⾷
料供給の状況について、消費者に分かりやす
く情報を提供するとともに、今回の事態も踏
まえた新たな感染症等によるリスクについ
て調査・分析を⾏い、中⻑期的な課題や取り
組むべき⽅向性を明らかにしていきます。 

（１）新型コロナウイルス感染症拡⼤により、
インバウンドや外⾷需要の減少等の影響
を受けている国産農林⽔産物等の販路の
多様化に資する新たな取組を⽀援します。 

（２）外出の⾃粛等により甚⼤な影響を受けて
いる飲⾷業や⾷材を供給する農林漁業者
を⽀援するため、登録飲⾷店で使えるプレ
ミアム付⾷事券を発⾏する「Go To Eat キ
ャンペーン」を実施し、飲⾷店の需要喚起
を図ります。 

（３）⾁⽤⽜の計画的出荷に伴う追加費⽤、⾁
⽤⽜肥育⽣産におけるコスト低減等の取
組、在庫が⾼⽔準にある脱脂粉乳やバター
を需要のある分野で活⽤する取組を⽀援
します。 

（４）⼊国制限の緩和による外国⼈材の⼊国状
況を注視しつつ、労働⼒の確保や農業⽣産
を⽀える⼈材の育成・確保に向けた取組を
⽀援します。 

（５）農林漁業者の資⾦繰りに⽀障が⽣じない
よう、農林漁業セーフティネット資⾦等の
実質無利⼦・無担保化等の措置、また、⾷
品関連事業者の債務保証に必要な資⾦の
⽀援を実施します。 

（６）家庭⾷の輸出増加や新規・有望市場シェ
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	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
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ア獲得、製造設備等の整備・導⼊等につい
て⽀援します。また、新型コロナウイルス
感染症の影響を受け、海外での⾒本市の開
催や商談会等の実施が難しい中で、輸出に
取り組む事業者と海外バイヤーのマッチ
ングを推進するため、JETRO によるオン
ライン商談会の実施やバーチャル⾒本市
への出展等を⽀援します。 

（７）産地や実需者が連携し、輸⼊農畜産物か
ら国産に切り替え、継続的・安定的な供給
を図るための体制整備を⽀援します。 

（８）農林漁業者や⾷品関連事業者、農泊関連
事業者等に対し、新型コロナウイルス感染
症に関する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、国⺠に対
し、⾷料品の供給状況等の情報を農林⽔産
省 Web サイトで提供します。 

  
ⅨⅨ  ⾷⾷料料、、農農業業及及びび農農村村にに関関すするる施施策策をを

総総合合的的かかつつ計計画画的的にに推推進進すするるたためめにに
必必要要なな事事項項  

  
１１  国国⺠⺠視視点点やや地地域域のの実実態態にに即即ししたた施施策策のの展展

開開  
（１）幅広い国⺠の参画を得て施策を推進する

ため、国⺠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⻑等会議を開催しま
す。 

 
２２  EEBBPPMM とと施施策策のの進進捗捗管管理理及及びび評評価価のの推推進進  
（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 令和２(2020)年２⽉１⽇現在で実施し
た「2020 年農林業センサス」の報告書を作
成・公表します。 

オ 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）」を公表します。 

カ 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（包括的⺠間委託）を導⼊した統計
調査を実施します。 

 
３３  効効果果的的かかつつ効効率率的的なな施施策策のの推推進進体体制制  
（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
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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はじめとする複

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。 

 
４４  ⾏⾏政政ののデデジジタタルルトトラランンススフフォォーーメメーーシショョ

ンンのの推推進進  
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
続や補助⾦・交付⾦の⼿続における添付書
類の削減、デジタル技術の活⽤を前提とし
た業務の抜本⾒直し及び⾏政関係データ
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。 

 
５５  幅幅広広いい関関係係者者のの参参画画とと関関係係府府省省のの連連携携にに

よよるる施施策策のの推推進進    
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。 

 
６６  SSDDGGss にに貢貢献献すするる環環境境にに配配慮慮ししたた施施策策のの展展

開開  
「農林⽔産省環境政策の基本⽅針」（令和

２（2020）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。 

 

７７  財財政政措措置置のの効効率率的的かかつつ重重点点的的なな運運⽤⽤  
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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