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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2年)
<⽣産農業所得統計>

4.7兆円(令和2年)
<国⺠経済計算>

8.9兆円(令和2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

103万経営体(令和3年)
<農業構造動態調査>

99万経営体(令和3年)
<農業構造動態調査>

4万経営体(令和3年)
<農業構造動態調査>

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

22万経営体(令和3年)
<農業構造動態調査>

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)

229万⼈(令和3年)
<農業構造動態調査>

130万⼈(令和3年)
<農業構造動態調査>

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

15万⼈(令和3年)
<農業構造動態調査>

142万⼈(令和3年)
<農業構造動態調査>

⽬的 ⽤語 統計値＜出典＞

*1：⽤語の解説2(1)を参照
*2：農業⽣産関連事業のために雇った⼈を含む。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年農林業センサスでは、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 
 

((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(農業経営体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) 

農外事業所得 農業⼜は農業⽣産関連事業以外の事業収⼊(農業のほかに⾃営する兼業
としての林業、漁業、商⼯業等の収⼊)−農外事業⽀出(同事業に要した雇
⽤労賃、物財費等の⽀出) 
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((55))  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  個個⼈⼈経経営営体体のの世世帯帯員員  

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 
 
 
＊ 家事、通学等 
 

農業 
が主 

その他 
が主 

ふ
だ
ん
の
主
な
状
態 

主
に
仕
事 

 

そ
の
他 

 
⽤⽤  語語 定定                  義義 

常雇い 

あらかじめ、年間７か⽉以上の契約（⼝頭での契約も含む。）で主に農業経営のために雇
った⼈（期間を定めずに雇った⼈を含む。）をいう。  

年間７か⽉以上の契約で雇っている外国⼈技能実習⽣を含める。  
農業⼜は農業⽣産関連事業のいずれか、⼜は両⽅のために雇った⼈をいう。 

臨時雇い 

「常雇い」に該当しない⽇雇い、季節雇いなど農業経営のために⼀時的に雇った⼈のこと
をいい、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け⼊れ労働）
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、主に農業以外の事業のために雇った⼈が⼀時的に農業経営に従事した場合及び「常

雇い」として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。  
農業⼜は農業⽣産関連事業のいずれか、⼜は両⽅のために雇った⼈をいう。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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  
＊ 
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((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 

個⼈経営体の世帯員で、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 

256



 
 

３３．．五五⼗⼗⾳⾳順順・・アアルルフファァベベッットト順順  
((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、顕在的⼜は潜在的

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。環境に優しい(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。 

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。 

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 
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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、⼜は逼迫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得るか(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2020年版(⼋訂)」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。くわえて、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 

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 

⾷料⾃給率の算定式 
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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⽔

たんすい
直播栽培と、⽔を張っていない状

態の⽥に播種する乾⽥直播栽培がある。 
なな   

中⾷ 
レストラン等へ出掛けて⾷事をする「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。 

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 
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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。 

  
((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 
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DD   

ＤＸ(デジタルト
ランスフォーメ
ーション) 

Digital Transformationの略で、データやデジタル技術を駆使して、顧客や社会の
ニーズを基に、経営や事業・業務、政策の在り⽅、⽣活や働き⽅、さらには、組織
⾵⼟や発想の仕⽅を変⾰すること。DXのXは、Transformation(変⾰)のTrans(X)に
当たり、 “超えて”等を意味する。 

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条ほか)。 

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 
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 
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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 

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、
令和4(2022)年3⽉時点、164の国と地域が加盟。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 

 

264



 
 

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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概概説説  
  
１１  施施策策のの重重点点    

新たな「⾷料・農業・農村基本計画」（令和
２（2020）年３⽉閣議決定）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、「農林⽔産業・地域の活⼒創造プラン」
（令和２（2020）年12⽉改訂）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
しました。 

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⽤するため、
「総合的なTPP等関連政策⼤綱」（令和２
（2020）年12⽉改訂）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３（2021）年度農林⽔産関係予算額

は、２兆3,050億円を計上しました。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した。 

また、令和３（2021）年度の農林⽔産関
係補正予算額は、8,795億円を計上しまし
た。 

（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7,000億円と
なりました。 

 
３３  ⽴⽴法法措措置置  

第204回国会及び第208回国会において、以
下の法律が成⽴しました。 
・「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」（令和
３年法律第26号） 

・「畜舎等の建築等及び利⽤の特例に関する
法律」（令和３年法律第34号） 

・「農⽔産業協同組合貯⾦保険法の⼀部を改
正する法律」（令和３年法律第55号） 

・「⼟地改良法の⼀部を改正する法律」（令和
４年法律第９号） 
また、令和３(2021)年度において、以下の

法律が施⾏されました。 
・「種苗法の⼀部を改正する法律」（令和３年

４⽉施⾏） 
・「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」（令和
３年８⽉施⾏） 

 
４４  税税制制上上のの措措置置  

以下を始めとする税制措置を講じました。 
（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
ました（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

	 	 概説
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受けた場合の事業再編促進機械等の割増
償却等を２年延⻑しました（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
ました（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年延⻑しました（登録免
許税、不動産取得税）。 

（５）「福島復興再⽣特別措置法」（平成24年
法律第25号）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
要の措置を講じました（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  
「農林漁業法⼈等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

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、

	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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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、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した。 

⾷の⽣産・加⼯・流通・消費に関わる幅
広い関係者が⼀堂に会し、経営責任者など
ハイレベルでの対話を通じて、情報や認識
を共有するとともに、具体的⾏動にコミッ
トするための場として、「持続可能な⾷料
⽣産・消費のための官⺠円卓会議」を設置
しました。 

（（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）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）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
営継承を進めました。 

（イ）農業⽣産基盤の整備、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した。 
（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）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）の公表等により需要に応じ
た⽣産・販売を推進しました。 

（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
約化による分散錯圃

さ く ほ

の解消や作付けの
団地化、直播

ち ょ くは ん

等の省⼒栽培技術やスマー
ト農業技術等の導⼊・シェアリングの促
進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    
「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・
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供給に取り組む産地の育成等の取組を推
進しました。 

（（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
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、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、実需者の求める量・品
質・価格の安定を⽀援、国産⼤⾖の需要拡
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、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 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、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、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
の調達や安定供給体制の構築等を⽀援す
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、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した。 

イ ばれいしょについては、収穫作業の省⼒
化のための倉庫前集中選別への移⾏、コン
トラクター等の育成による作業の外部化
への取組や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⽀援し
ました。 

ウ 種⼦⽤ばれいしょ⽣産については、罹病
り び ょ う

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 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 播種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
含有量が共に低い品種）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。 
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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 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。 

（（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 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した。 

ウ 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、省⼒化や作業の共

同化、労働⼒の外部化や直播栽培体系の確
⽴・普及等を⽀援しました。 

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
系を前提とした担い⼿・作業受託組織の育
成・強化等特に重要な取組を推進しました。
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  
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、ス
マート農業技術の実証や、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、優良な繁殖雌⽜の増

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、飼料給与等に係る環境負荷軽減の
取組、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  
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  
 

	Ⅱ	 食料の安定供給の確保に関する	
施策

273



（（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 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。
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した。 

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した。また、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。 

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得
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
を推進しました。 

オ 令和３（2021）年４⽉に施⾏された新た
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
れ⽬なく⽀援しました。 

カ フードテック官⺠協議会での議論等を
通じて、課題解決や新市場創出に向けた取
組を推進しました。  

（（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
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、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、サプライチェーン全体での合理
化を推進しました。 

また、「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）令和３（2021）年12⽉に関係省庁等に
おいて取りまとめられた「パートナーシ
ップによる価値創造のための転嫁円滑
化施策パッケージ」の取組の⼀環として、
「⾷品製造業者・⼩売業者間における適
正取引推進ガイドライン」を策定し、関
係事業者への普及・啓発を実施しました。 

（ウ）「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、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  
⾷品製造等の現場におけるロボット、AI、

IoT等の先端技術のモデル実証や、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、「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
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の現場における作業安全対策を推進しま
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、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「⾷品ロ
スの削減の推進に関する基本的な⽅針」
（令和２（2020）年３⽉31⽇閣議決定）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
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、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
討等を推進しました。 

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掛

けを推進しました。 
くわえて、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、「プラスチック資源循環戦略」（令
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  

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
制整備を⾏いました。重点品⽬について、
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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した。さらに、
以下の取組を⾏いました。 

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、放射性物質に
関する輸⼊規制の緩和・撤廃や動植物検
疫協議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、あらゆる機会を捉えて輸⼊
規制の早期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
の国際標準化に向けた取組を⽀援しま
した。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
ました。 

（カ）産地が抱える課題に応じた専⾨家を産
地に派遣し、輸出先国・地域の植物防疫
条件や残留農薬基準を満たす栽培⽅法、
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）輸出先の規制やニーズに対応した
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、
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。 

（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、令和３（2021）年８
⽉に改正された「農林漁業法⼈等に対す
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、投資
主体１者を承認しました。 

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
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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）のコミュニティを通じ、農林⽔
産省が中⼼となり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、
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。 

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した。 

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
ペーンの実施をオンラインを含め⽀援し
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、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・拡⼤を⽀援しました。 

（イ）⽇本⾷・⾷⽂化の魅⼒の発信 
ａ 海外に活動拠点を置く⽇本料理関係者

等を「⽇本⾷普及の親善⼤使」へ任命す
るとともに、海外における⽇本料理の調
理技能認定を推進するための取組等への
⽀援や、外国⼈料理⼈等に対する⽇本料
理講習会・⽇本料理コンテストの開催を
通じ、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、海外
の⽇本⾷・⾷⽂化の発信拠点である「⽇
本産⾷材サポーター店」の認定を推進す
るための取組への⽀援や、ポータルサイ
トを活⽤した海外への⽇本⾷・⾷⽂化の
魅⼒発信を⾏いました。 

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 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。 

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 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 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 

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、国内⽣産者の販路
や稼ぎの機会を増やしていくため、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した。 

（ウ）⾷品産業における国際標準への戦略的
対応 

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。
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あわせて、JFS規格の海外発信を⾏うとと
もに、主に⾷品企業において活躍する⼈
材の育成を⽬的として、「⾷品安全マネジ
メント基礎講座に係る標準的なカリキュ
ラム」（令和３（2021）年３⽉９⽇作成）
に基づき、⼆つの⼤学においてモデル実
証を⾏いました。 

（（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
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、全国のGI産地・GI産品
を流通関係者や消費者等に広く紹介し、販
路拡⼤や輸出促進につなげるため、各種展
⽰会等への参加を⽀援しました。さらに、
登録⽣産者団体等に対する定期検査を⾏
いました。 

イ 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した。 

ウ 「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、令和３（2021）
年４⽉から登録品種である旨の表⽰義務
化や育成者権者が海外への種苗の持ち出
しを制限できる措置等を講じ、我が国の優
良な植物品種の流出防⽌など育成者権の
保護・活⽤を図りました。また、海外にお
ける品種登録（育成者権取得）や侵害対策
を⽀援するとともに、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 「家畜改良増殖法」(昭和25年法律第209
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を推
進するため、その仕組みについて徹底を図
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
等を推進しました。 

オ 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の不正使⽤状況
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 令和３（2021）年４⽉に「農林⽔産省知
的財産戦略2025」を策定しました。 

 
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  
（ア）「第４次⾷育推進基本計画」（令和３

（2021）年３⽉⾷育推進会議決定）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）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。 

（ウ）⾷育活動表彰を実施し受賞者を決定す
るとともに、新たな取組の募集を⾏いま
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。 
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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
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
の推進に加え、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！」
の実施や⽶消費拡⼤の機運を盛り上げ
る動画を投稿する「ご炊

た

こうチャレンジ」
への参加、「⽶と健康」に着⽬した情報
発信など、⽶消費拡⼤の取組の充実を図
りました。 

（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林⽔産物を
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  
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、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、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
値の発信を進めました。くわえて、中⾷・
外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  
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「⾷か
ら⽇本を考える。ニッポンフードシフト」
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  
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）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、「肥料の品質の確保
等に関する法律」（昭和25年法律第127号）
に基づき、原料規格を定め、原料帳簿の
備付けを義務化するとともに、原料等の
虚偽宣伝等を禁⽌しました。 

（イ）農薬については、「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
る審査を⾏うとともに、全ての農薬につ
いて順次、最新の科学的知⾒に基づく再
評価を開始しました。 

（ウ）飼料・飼料添加物については、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。飼
料のGMP（適正製造規範）については、
技術的⽀援等を実施し、飼料関係事業者
におけるGMP導⼊推進、定着を図りま
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

で ん ぱ

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）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
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
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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、中⾷・外⾷に
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。 

（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）⾷品のトレーサビリティに関し、事業

者が⾃主的に取り組む際のポイントを
解説する実践的⾷品表⽰モデルを策定
しました。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
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）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、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  

新型コロナウイルス感染症の世界的な
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、⾷料安全保障ア
ドバイザリーボードを開催し、外部の有識
者を交えて、今後講ずるべき⾷料安全保障
施策について検討しました。これを受け、
令和３（2021）年７⽉に「緊急事態⾷料安
全保障指針」について、早期注意段階を新
設するなどの改正を⾏いました。さらに、
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関連業界との意⾒交換等により、情報収
集・分析等を強化しました。 

くわえて、不測の事態が⽣じた場合に実
際の⾷料供給の確保を図るため、同指針に
基づく⽅策についてのシミュレーション
演習を通じた、対応⼿順の実効性の検証と
課題の抽出・整理等を⾏いました。 

また、⼤規模災害等に備えた家庭備蓄の
普及のため、家庭での実践⽅法をまとめた
ガイドブックやWebサイト等での情報発
信を⾏いました。 

（（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
究を⾏いました。 

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
有しました。 

くわえて、新型コロナウイルス感染症の
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、令和３（2021）
年６⽉に「⾷料安全保障対策の強化につい
て」を取りまとめました。 

（（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  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、国際物
流ターミナルの整備等、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  
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。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の整備を
進めるなど、オールジャパンで多様な遺伝
資源を収集・保存・提供する体制の強化を
推進しました。 
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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  
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
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）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。ま
た、令和３（2021）年12⽉に、東京栄養
サミット2021を開催しました。 

（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  
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、GHG（温室効果ガ
ス）排出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、

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

ぶ た

熱
ね つ

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、⼤型台⾵、
洪⽔、⼲ばつ等の⼤規模災害等による緊
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。 

（（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、
新たな植物の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、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した。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
した。 

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
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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、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
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した。 

また、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・再編等を
推進しました。 

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）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

	Ⅲ	 農業の持続的な発展に関する施策
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た取組を⽀援しました。 
（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）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した。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した。 

（イ）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した。 

（ウ）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
実施を⽀援しました。 

（エ）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）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）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し
た。 

（イ）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
した。 

（ウ）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した。 

（エ）「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が規定さ
れたことを踏まえ、委員・役員の任命・
選出に当たり、⼥性の参画拡⼤に向けた
取組を促進しました。 

（オ）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した。 

（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取り組みまし
た。 
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オオ  企企業業のの農農業業参参⼊⼊  
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
等直接⽀払制度等により、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
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・普及を図りまし
た。 

ウ 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。 

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  
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した。 

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
ついては実質化を推進しました。 

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  
「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、令和
５（2023）年４⽉以降施⾏される新たな⺠
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事基本法制の仕組みを踏まえ、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、
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、令和３（2021）年度
からは、最適⼟地利⽤対策による地域の話
合いを通じた荒廃農地の有効活⽤や低コ
ストな肥培管理による農地利⽤（粗放的な
利⽤）の取組を⽀援しました。また、有機
農業、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、有識
者から成る検討会において総合的に検討
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
の取組を引き続き進めました。 

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。 

（（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、利便性向上等を図るため、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  
（（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 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 ⾼収益作物に転換するための⽔⽥の汎

⽤化・畑地化及び畑地・樹園地の⾼機能化
を推進しました。 

ウ ICT⽔管理等の営農の省⼒化に資する技
術の活⽤を可能にする農業⽣産基盤の整
備を展開するとともに、農業農村インフラ
の管理の省⼒化・⾼度化、地域活性化及び
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
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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、徹底した施設の⻑寿
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・⾼齢化が進む中、農業⽔
利施設の機能が安定的に発揮されるよう、
施設の更新に合わせ、集約、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 ロボット、AI等の利⽤に関する研究開
発・実証調査を推進しました。 

（（３３））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  

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、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
進しました。 

エ ⼤⾬により⽔害が予測されるなどの際、
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
時的に貯留する「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
取り組みました。 

オ 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    

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。また、多様な⼈材の参画を図る取組を
加速的に推進しました。 

 
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、優良な繁殖雌⽜の増頭、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等の
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輸出先国の衛⽣⽔準を満たす輸出認定
施設の増加及び輸出認定施設を中⼼と
して関係事業者が連携したコンソーシ
アムによる輸出促進の取組を推進しま
した。 

（エ）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
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 

を安定的に実施しました。 
ｂ 飼料価格安定対策 

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）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
し等の国産濃厚飼料の増産や安定確保

に向けた指導・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
等により、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
を推進するため、その仕組みについて徹
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した。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
しました。 

（ウ）令和３（2021）年５⽉に公布された「畜
舎等の建築等及び利⽤の特例に関する
法律」（令和３年法律第34号）の施⾏に
向けて、都道府県等と連携し、畜舎建築
利⽤計画を認定する体制を整備しまし
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
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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）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）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した。 

（ウ）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した。 

ウウ  花花きき  
（ア）地域ごと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）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 

「茶業及びお茶の⽂化の振興に関する
基本⽅針」（令和２（2020）年４⽉策定）
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・
加⼯技術の実証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、

スマート農業技術の実証、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 
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圃

じ っ し ょ う ほ

の設置、省⼒化の
ための農業機械の改良等を⽀援しました。
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、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 
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
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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 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）の公表等により需要に応じ
た⽣産・販売を推進しました。 

ｂ ⾏政、⽣産者団体、現場が⼀体となっ
て需要に応じた⽣産・販売に取り組みま
した。 

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、直播

ち ょ くは ん

等の省⼒栽培技術やスマート
農業技術等の導⼊・シェアリングの促進
等による⽣産コストの低減等を推進しま
した。 

（イ）戦略作物の⽣産拡⼤ 
⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦により、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
援しました。 

（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した。 

（エ）⽶の消費拡⼤ 
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！」の実施や⽶
消費拡⼤の機運を盛り上げる動画を投稿
する「ご炊こうチャレンジ」への参加、
「⽶と健康」に着⽬した情報発信など、
新たな需要の取り込みを進めました。 

イイ  ⻨⻨・・⼤⼤⾖⾖  
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した。 

ウウ  ⾼⾼収収益益作作物物へへのの転転換換  
「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。 

エエ  ⽶⽶粉粉⽤⽤⽶⽶・・飼飼料料⽤⽤⽶⽶  
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
した。 

（ア）⽶粉⽤⽶ 
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、ノングル
テン⽶粉の製造⼯程管理JASの普及を推
進しました。 

（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
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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
ました。 

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」（平成29年法

律第35号）等に基づき、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、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」推進運動に取り組みました。 

（（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が実施されるよう、現場での効
果的な指導⽅法の確⽴や産地単位での導
⼊を推進するため、この実現に向けた具体
的な⽅策として、令和４（2022）年３⽉に
「我が国における国際⽔準GAPの推進⽅
策」を策定しました。 

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。 

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７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 農産物検査規格の⾒直しに向け「農産物
検査規格・⽶穀の取引に関する検討会」に
おいて、検討を進め、令和３（2021）年５
⽉に取りまとめを公表しました。 

また、検討会において結論が得られた以
下の項⽬について実務的・技術的な整理を
進め、農産物検査規格を改正しました。 

（ア）機械鑑定を前提とした農産物検査規格
の策定 

292

令和3年度　食料・農業・農村施策



第
2
部

（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）銘柄の検査⽅法等の⾒直し 
（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 
（カ）荷造り・包装規格の⾒直し 
ウ 燃油価格⾼騰等への対応として、以下の

取組を推進しました。 
（ア）燃油価格⾼騰の状況を踏まえ、施設園

芸セーフティネット構築事業について
は、できるだけ多くの農業者が加⼊でき
るよう、追加公募や募集期間の延⻑を⾏
いました。 

（イ）ロシアによるウクライナ侵略などによ
り世界の原油需給や価格が⼤きな影響
を受けたことから、原油価格⾼騰に対す
る緊急対策として、施設園芸等燃油価格
⾼騰対策の積⽴⽔準の上限引上げ、省エ
ネ機器の導⼊における⽀援枠の拡充等
を措置しました。 

 
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 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。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
テーマを設定しました。 

イ 農機メーカー、⾦融、保険等⺠間企業が
参画し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した。 

ウ 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安
全性確保策の検討に取り組みました。 

エ 関係府省協⼒の下、⼤学や⺠間企業等と
連携して、⽣産部分だけでなく、加⼯・流
通・消費に⾄るデータ連携を可能とするス
マートフードチェーンの研究開発に取り
組みました。また、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開発・実装によ
りデータ活⽤を推進しました。 

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
開しました。 

カ 営農データの分析⽀援など農業⽀援サ
ービスを提供する企業が活躍できる環境
整備や、農産物のサプライチェーンにおけ
るデータ・物流のデジタル化、農村地域の
多様なビジネス創出等を推進しました。 

（（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、農林⽔産省が所管
する３千超の⾏政⼿続について、２千を超
える⾏政⼿続のオンライン化を実現しま
した。 

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（eMAFF地図）」の開発を進めまし
た。 

エ 「農業DX構想」（令和３（2021）年３⽉
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取りまとめ）に基づき、農業DXの実現に向
けて、農業・⾷関連産業の「現場」、農林⽔
産省の「⾏政実務」及び現場と農林⽔産省
をつなぐ「基盤」の整備に関する39の多様
なプロジェクトを推進しました。 

（（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    
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・⾷品分野に導⼊し、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  
（ア）令和３（2021）年６⽉に、研究開発の

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2021」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
も活⽤して研究開発を推進しました。 

（イ）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）を推進しまし
た。 

（ウ）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。 

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  
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）令和３（2021）年４⽉に「安全な農畜
⽔産物の安定供給のためのレギュラト
リーサイエンス研究推進計画」を策定し、
取り組むべき調査研究の内容や課題を
明確化しました。また、所管法⼈、⼤学、
⺠間企業、関係学会等への情報提供や意
⾒交換のためのネットワーク（ J

ジェイ

-FSAN
フ サ ン

）
を同年５⽉に新たに構築し、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、植物の病害
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・助⾔等を⾏いました。
また、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した。 

（イ）締約国としてITPGR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
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における制度等の調査、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。 

（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した。特に、ゲノム
編集技術等の育種利⽤については、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
の取組を実施しました。 

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 異分野のアイデア・技術等を農林⽔産・
⾷品分野に導⼊し、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
れ⽬なく推進しました。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
援しました。 

ｂ 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 農林⽔産・⾷品分野において、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
した。 

ｄ 「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
した。  

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
担い⼿等が⾏うイノベーション創出に向
けて、技術交流を推進しました。 

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
きるよう⽀援しました。 

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
して直接農業者に接して⾏う技術・経営
指導等を推進しました。具体的には、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
を強化しました。また、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新たな
政策⽅針として令和３（2021）年５⽉に「み
どりの⾷料システム戦略」を策定し、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、同年９⽉に開催された国連⾷料
システムサミット等において本戦略につい
て発信しました。 

また、戦略を強⼒に推進するため、補正予
算においてみどりの⾷料システム戦略緊急
対策事業等に必要な予算を措置しました。 

（（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 令和３（2021）年10⽉に「農林⽔産省地

球温暖化対策計画」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
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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。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⽉閣議決定）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 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
⼿引の作成、農林漁業関係の脱炭素技術紹
介資料の作成、温室効果ガスの削減効果を
把握するための簡易算定ツールの作成等
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⾒える化を推進
しました。 

ク 令和３（2021）年10⽉に、「農林⽔産省気
候変動適応計画」を改定し、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）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（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した。 

（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した。 

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
しました。 

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
取組を推進しました。また、国連気候変動
枠組条約第26回締約国会議（COP26）にお
いて⽴ち上げられた新たな国際イニシア
ティブである「グローバル・メタン・プレ
ッジ」に参加しました。 

（（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 国連⽣物多様性条約第15回締約国会議
（COP15）でポスト2020⽣物多様性枠組
が採択されることを⾒据えて「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
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及び企業等向け⼿引･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し、栽
培⽤種苗を対象に輸⼊時のモニタリング
検査を⾏うとともに、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 締約国としてITPGR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 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、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  

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 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〜」におけ
る勉強会・交流会、情報発信や表彰等の活
動を通じて、持続可能な⽣産消費を促進し
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

	Ⅳ	 農村の振興に関する施策
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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

条件の不利を補正しつつ、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、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した。 

ウ 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、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した。 

（イ）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）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）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した。 
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（イ）「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

（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）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⽉閣議決定）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）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、地域農林漁業の健全な発
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
の導⼊等に向けた相談対応、地域内活⽤
の体制構築に関する取組、営農型太陽光
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発電の電気を農業に活⽤する取組、⼩⽔
⼒等発電施設の調査設計・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  
学校給⾷等の⾷材として地場産農林⽔

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）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    
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、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

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、有識者
から成る検討会において総合的に検討し
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、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  

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
推進しました。 

（（２２））多多⾯⾯的的機機能能のの発発揮揮のの促促進進  
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
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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、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と事
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、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）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  
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
い営農活動に対して⽀援しました。 

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

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、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）「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
て道路及び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、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）下⽔道及び農業集落排⽔施設におい
ては、既存施設について、維持管理の
効率化や⻑寿命化・⽼朽化対策を進め
るため、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
発⽣する汚泥と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
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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、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
もに、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。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した。 

ｂ 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

302

令和3年度　食料・農業・農村施策



第
2
部

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。 

ｅ 市町村役場、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
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 「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。 

ｈ 農地災害等を防⽌するため、農業⽔利
施設の改修等のハード対策に加え、防災
情報を関係者が共有するシステムの整備、
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。 

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）の医療、交通、買物等の⽣活サー
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）⽔路等への転落を防⽌する安全施設の
整備等、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 令和３（2021）年９⽉に施⾏された改正

後の「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 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、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 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 「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の⼀
部を改正する法律」（令和３年法律第71号）
が令和３（2021）年６⽉に成⽴したことを
踏まえ、「⿃獣による農林⽔産業等に係る
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被害の防⽌のための施策を実施するため
の基本的な指針」の⼀部を改正しました。 

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 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
等を推進しました。 

キ 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
実施しました。 

ク 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）農村型地域運営組織（農村RMO）の形
成等を通じた地域を持続的に⽀える体
制づくりを推進しました。 

（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  
（ア）地域への愛着と共感を持ち、地域住⺠

の思いをくみ取りながら、地域の将来像
やそこで暮らす⼈々の希望の実現に向
けてサポートする⼈材（農村プロデュー
サー）を養成する取組を推進しました。 

（イ）「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、本制度の周知を図りま
した。 

（ウ）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）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
⾏いました。 

（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
を⾏いました。 

（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
斬新な発想を取り⼊れた取組、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。また、地⽅での「お試
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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棚⽥の
保全と棚⽥地域の振興を図る地域の取組
を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、歴史的砂防施設及びその周辺環
境⼀帯において、環境整備を⾏うなどの
取組を推進しました。 

（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）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）農⽤地、⽔路等の適切な保全管理によ
り、良好な景観形成と⽣態系保全を推進
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）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⺠俗
⽂化財について登録有形⺠俗⽂化財や
登録無形⺠俗⽂化財に登録するととも
に、保存箱等の修理・新調や解説書等の
冊⼦整備を⽀援しました。 

（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、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、令和３（2021）年11⽉、国内初
の世界農業遺産認定の10周年を記念し、
「世界農業遺産国際会議2021」を開催しま
した。さらに、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と所得向上に取
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。 
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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
直接把握し、関係府省とも連携して課題の解
決を図る「農⼭漁村地域づくりホットライン」
（令和２（2020）年12⽉開設）を運⽤し、都
道府県や市町村、関係府省や⺠間とともに、
課題の解決を図る取組を推進しました。 

  
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

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、農業⽤施設等の着実な

復旧を進めました。 
（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  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

ーを活⽤するため、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。 

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
した。 

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
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）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

	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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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・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。 

（エ）被災12市町村において、営農再開の加
速化に向けて、「福島復興再⽣特別措置
法」（平成24年法律第25号）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した。 

カカ  農農産産物物等等輸輸出出回回復復  
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、あらゆる機会を捉えて輸⼊規制の
緩和・撤廃に向けた働き掛けを実施したこ
とにより、シンガポール、⽶国が輸⼊規制
を撤廃しました。 

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、農地の省⼒的

管理及び⽣産⼒回復を図る技術開発を⾏
いました。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  

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
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  

関係府省、各地⽅公共団体、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、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
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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、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、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引き続き推進
しました。 

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、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、ため池の防災・減
災対策を推進しました。 

エ ⼤⾬により⽔害が予測されるなどの際、
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
時的に貯留する「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
り組みました。 

オ 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 地⽅農政局等と農林⽔産省本省との連
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 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 被災者⽀援のフォローアップの充実を
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
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ええのの強強化化  
ア 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、卸売市場における防
災・減災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、100万t程度（令和３（2021）
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、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等と連携しつつ、
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。 

（（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、
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。 

 
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３(2021)年度は、令和３年７⽉１⽇か
らの⼤⾬、令和３年８⽉の⼤⾬等により、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 地震、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３年５⽉７

⽇から７⽉14⽇までの間の豪⾬による災
害（令和３年梅⾬前線豪⾬等）」及び「令和
３年８⽉７⽇から同⽉23⽇までの間の暴
⾵⾬及び豪⾬による災害（令和３年８⽉の
⼤⾬）」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。 

（（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  
政府として、令和３年７⽉１⽇からの⼤

⾬に対し緊急に対応すべき施策を取りま
とめ、農林漁業者へは以下の⽀援を⾏いま
した。 

ア 農業共済の早期⽀払や農業経営収⼊保
険に係るつなぎ融資の実施、災害関連資⾦
の貸付当初５年間無利⼦化等により資⾦
繰り等の⽀援を⾏いました。 

イ 被災した⽊材加⼯流通施設や特⽤林産
振興施設等の復旧・整備、被害を受けた⼭
林、林道等に対する⽀援を⾏いました。 

ウ 被災した⽔産業共同利⽤施設等の再建・
修繕、漁場環境の回復に向けた⽀援等を⾏
いました。 
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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  

農業者の所得向上に向けた⾃⼰改⾰を
実践していくサイクル構築のため、令和3
（2021）年12⽉、「農業協同組合法」の関
連通知を改正しました。 

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の「農⽔産業協同組
合貯⾦保険法の⼀部を改正する法律」（令
和３年法律第55号）が令和３（2021）年６
⽉に公布されました。 

イイ  農農業業委委員員会会系系統統組組織織  
農地利⽤の最適化活動を⾏う農業委員・

農地利⽤最適化推進委員の具体的な⽬標の
設定、最適化活動の記録・評価等の取組を
⾏う仕組みを構築しました。 

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、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「⾷から⽇本を考える。ニッポンフ
ードシフト」のために必要な措置を講じまし
た。 

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・⾷品関連事業者が⽣産を継続してい
くための施策を、新型コロナウイルス感染症
の状況の推移を⾒つつ、機動的に実施すると
ともに、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
く情報を提供しました。 

（１）新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤に
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
ました。 

（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
を図りました。 

（３）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
援しました。 

（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
⽀援しました。 

	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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（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
⽀援を実施しました。 

（６）家庭⾷の輸出増加や新規・有望市場シェ
ア獲得、製造設備等の整備・導⼊等につい
て⽀援しました。また、新型コロナウイル
ス感染症の収束時期が不透明である中に
おいても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、現地
に渡航しなくても参加可能なオンライン
商談会の実施や、出品者の現地への渡航を
前提としないリアルとオンラインを併⽤
した⾒本市への出展等、JETROによる取組
を⽀援しました。 

（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した。 

（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業種別ガイドライン
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
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
施したとともに、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 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・公表しました。 

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）」を公表しました。 

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した。また、市場
化テスト（包括的⺠間委託）を導⼊した統

	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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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始めとする複数
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  
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  
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新たな
政策⽅針として令和３（2021）年５⽉に「み
どりの⾷料システム戦略」を策定し、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⽉に開催さ
れた国連⾷料システムサミット等において

本戦略について発信しました。 
また、戦略を強⼒に推進するため、補正予

算において、みどりの⾷料システム戦略緊急
対策事業等に必要な予算を措置しました。 

 
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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