
創刊にあたって

生産者並びに関係機関の皆様方には農林水産省の各種施策の推進につきましてご理解とご協

力を賜り厚く御礼を申し上げます。情報誌「まふとち通信」の創刊にあたりまして一言ご挨拶

を申し上げます。

関東農政局栃木県拠点（通称：栃木支局）では、①農林水産業の発展等を図るための施策や

②経営所得安定対策、③６次産業化の推進、④消費・安全に関する業務、⑤統計調査などの業

務のほか、新型コロナウイルスの影響を受けられた生産者の皆様方の支援に関する業務や相談

への対応などの業務を所掌しております。各種施策の推進にあたりましては、地域が抱える課

題やニーズ等の把握のほか、農林水産省が実施する事業・制度等に関する情報発信に取り組ん

でいるところです。

本誌は、生産者や関係機関の皆様方への情報発信に資する目的で新たに発行させて頂くこと

と致しました。編集・発行にあたりましては、生産者や関係機関の皆様方にとりまして有益な

情報の掲載に務めて参りたいと考えておりますので、ご意見やご要望などをお寄せ頂ければ幸

いです。 関東農政局地方参事官

本誌のご案内

「関東農政局 棚田シンポジウム」が開催
～那珂川町中山間地域活性化協議会が事例発表されました～
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那珂川町 健武冥賀の棚田
たけぶみょうが

棚田シンポジウムで那珂川町中山間地域活性化協議会が事例発表されました

令和３年度農林水産関係予算の概算決定について

令和３年産米の需給状況について

新型コロナウイルス感染症対策について

統計情報（農林業センサスの概要）

MAFFアプリのお知らせ

関東農政局では、棚田・中山間の振興に重点的に取り

組んでおり、その一環として令和２年12月９日に､「関

東農政局 棚田シンポジウム～棚田と都市を結ぶネット

ワークづくり～」を開催いたしました。

栃木県内では、那珂川町中山間地域活性化協議会の

岡一也会長から事例発表があり、取組を始めたきっかけ、

取組内容や今後の取組展望などの説明がありました。

本シンポジウムの内容については、関東農政局HPに資

料を掲載していますので、詳しくはHPをご覧ください。

関東農政局HP：https://www.maff.go.jp/kanto/nouson/chiiki/tanada/201215.html

関 東 農 政 局
栃 木 県 拠 点
( 栃 木 支 局 ）
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（まふ（MAFF）は、農林水産省の英語表記「Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries」の略称です）



令和３年度農林水産関係予算の概要

令和２年12月21日、令和３年度農林水産関係予算が概算決定されました。また、令和２年度

第３次補正予算も決定されましたので、予算の総額と重点事項の主な予算をご紹介します。

２

令和３年度当初予算 ２兆３,０５０億円（２兆３,１０９億円）

令和２年度３次補正予算 １兆 ５１９億円（５,８４９億円）

令和３年度農林水産関係予算

生産基盤の強化と経営所得安定対策の着実な実施

水田活用の直接支払交付金 ３年度当初３,０５０億円
水田をフル活用して需要に応じた生産を図るため、麦・大豆、米粉用米、飼料用米等の戦略作物の本作化とと
もに、産地交付金により地域の特色をいかした魅力的な産地づくりを支援

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

スマート農業総合推進対策事業 ３年度当初１４億円 【３次補正】６２億円
先端技術の現場への導入・実証や、地域での戦略づくりの推進、スマート農業教育の充実、農業データ連携基
盤（ＷＡＧＲＩ）の活用促進のための環境の整備等を総合的に支援

５兆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

官民一体となった海外での販売力の強化 ３年度当初３０億円 【３次補正】３７億円
マーケットイン（需要重視）の発想の下、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」で設定された重点品
目・ターゲット国を対象に、ＪＥＴＲＯによるビジネスマッチング、ＪＦＯＯＤＯ（日本食品海外プロモー
ションセンター）による重点的・戦略的プロモーション、品目団体等によるＰＲ・販売促進活動、輸出を牽
引する現地の小売・飲食店や流通事業者等を通じた家庭向け日本産食材の販路拡大等を支援するほか、輸出
事業者と産地が連携して取り組むコメ・コメ加工品の海外市場の開拓等を支援

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

農業人材力強化総合支援事業等 ３年度当初２０５億円 【３次補正】４１億円
次世代を担う人材を育成・確保するため、就農準備や経営開始時の早期の経営確立を支援する資金を交付する
ほか、雇用就農を促進するための農業法人等での実践研修、労働力の調整による人材の確保、地域における新
規就農者に対するサポート活動、農業大学校・農業高校等における農業教育の高度化等を支援

食の安全と消費者の信頼確保

消費・安全対策交付金 ３年度当初２２億円 【３次補正】５億円
豚熱、鳥インフルエンザを始めとする家畜伝染性疾病の発生予防等のため、家畜伝染病予防法の改正を踏まえ
た飼養衛生管理の強化、重要病害虫の侵入防止・まん延防止等を支援するほか、ジャンボタニシ等による農業
被害を防止するため、効果の高い早期防除の取組を支援

農山漁村の活性化

多面的機能支払交付金 ３年度当初４８７億円
農業・農村の有する多面的機能が維持・発揮されるとともに地域全体で担い手を支えるため、農業者等で構成
される活動組織が農地を農地として維持していくために行う地域活動、地域住民を含む活動組織が行う地域資
源の質的向上を図る活動に交付金を交付

防災・減災、国土強靱化と災害復旧の推進

災害復旧等事業＜公共＞ ３年度当初１９８億円 【３次補正】１,４４９億円
地震・豪雨等により被災した農地・農業用施設、治山施設、林道施設、漁港施設等の復旧等を実施・支援

詳しくは下記のURL又は右記のQRコードからご覧ください。

https://www.maff.go.jp/j/budget/r3kettei.html

※（ ）の金額は、令和２年度当初予算額



令和３年産米の需給状況について
～米の需給バランスを維持するため需要に応じた生産が重要です～

主食用米の需要は毎年10万トン（栃木県の生産量の３割以上）ずつ減少しています。更に、

新型コロナウイルス感染症の影響により主食用米の需要が減少しています。

一方、令和２年産米は平年作の作柄となり、全国的にも主食用米の在庫が増加しています。

需給が緩んでいる状況で、令和２年産米の取引価格は低下している状況です。

米の需給バランスを維持するためには、令和３年産米は、主食用米から飼料用米などの非主

食用米への作付転換など、需要に応じた生産を行うことが必要です。

〇全国の主食用米等の需給見通し

〇栃木県産米をめぐる状況
【相対取引価格の動向】

資料：農林水産省「米穀の取引に関する報告」

令和2年1２月分

新型コロナウイルス感染症対策

３

1.飲食を伴う懇親会

2.大人数や長時間の飲食

3.マスクなしでの会話

4.狭い空間での共同生活

5.居場所の切り替わり

感染リスクが高まる「5つの場面」に注意し、感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫を！

1.飲酒をするのであれば、少人数・短時間で、なるべく

普段一緒にいる人と、適度な酒量で、楽しみましょう

2.会話する時はなるべくマスクを着用

3.箸やコップは使い回さない

4.座席の配置は斜め向かい

5.ガイドラインを遵守したお店を利用しよう

6.体調が悪い人は参加しない

詳しくは下記のQRコード
からご覧ください。

感染リスクが高まる「5つの場面」 感染リスクを下げる工夫

【主食用米の需要量の推移】
（単位：万㌧）

 令和３年６月末民間在庫量 E 207～212 207～212

 令和３年産主食用米等生産量 F 693 692

 令和３／４年主食用米等供給量計 G=E+F 900～905 899～904

 令和３／４年主食用米等需要量 H 705 705

 令和４年６月末民間在庫量 I=G-H 195～200 194～199

過去最大の作付削減面
積と同規模の面積を削
減した場合の参考値

資料：農林水産省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」

資料：農林水産省「米をめぐる状況について」

（ha）
主食用米 備蓄米 加工用米 飼料用米 WCS 米粉用米

新市場
開拓用米

麦 大豆

29年産 53,600 1,810 1,829 10,054 1,710 344 2 7,020 446
↓ +1,100 ▲763 +194 ▲899 ▲84 +261 +53 ▲9 ▲33

30年産 54,700 1,046 2,023 9,155 1,626 604 54 7,011 413
↓ +200 +340 +75 ▲740 ▲6 +95 ▲2 +137 ▲75

元年産 54,900 1,386 2,098 8,414 1,620 699 52 7,148 339
↓ +0 +13 ▲186 ▲73 ▲6 +112 +54 ▲246 ▲44

２年産 54,900 1,399 1,912 8,341 1,614 811 106 6,902 295 

【栃木県の品目別作付状況】

（円/60kg）
30年産 → 元年産 → 2年産

全銘柄平均 15,688 +32 15,720 ▲719 15,001
栃木コシヒカリ 15,596 +5 15,601 ▲962 14,639
栃木あさひの夢 14,789 +41 14,830 ▲2,402 12,428
栃木とちぎの星 - 14,983 ▲1,304 13,679

全国銘柄平均



２０２０農林業センサス結果の栃木県の概要（概数値）
（令和２年２月１日現在）

お問合せ先：農林水産省関東農政局栃木県拠点（栃木支局）参事官室
〒320-0806 栃木県宇都宮市中央2-1-16
TEL：028-633-3311（代表） FAX：028-634-0042
ホームページ：http://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/tochigi/index.html

４

農林業センサスは、我が国の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源など農林

業・農山村の基本構造の実態とその変化を明らかにし、 農林業施策の企画・立案・推進のための基礎

資料となる統計を作成し、提供することを目的に、５年ごとに行う調査です。

【農林業経営体の現状】

栃木県の農林業経営体数は33,078経営体で、５年前に比べ7,761経営体(19.0%)減少しました。

このうち、農業経営体は32,726経営体、林業経営体は1,015経営体で、５年前に比べそれぞれ7,747

客体(19.1%)、1,189客体(53.9%)減少しました。

なお、栃木県の農林業経営体数、農業経営体数は全国第10位、林業経営体数は第９位に位置してい

ます。

○農林業経営体とは、農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭数

が、次の規定のいずれかに該当する個人、組織、法人等の事業者を言います。また、(1) ､(2)又は(4)のいずれかに

該当する事業を行う者を「農業経営体」 ､(3)又は(5)のいずれかに該当する事業を行う者を「林業経営体」と言いま

す。

(1) 経営耕地面積が30ａ以上の規模の農業

(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、その他の事業の規模が農林業経営体の

基準以上の農業（注）

(3) 権原に基づいて育林又は伐採を行うことができる山林の面積が３ha以上の規模の林業（注）

(4) 農作業の受託の事業

(5) 委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業（注）

注：詳細については農林水産省HP＞統計情報＞分野別分類/農家数、担い手、農地など＞農林業センサス 調査概要
の用語解説（農林業経営体調査）をご覧ください。

詳しくは下記のQRコード
からご覧ください。

MAFFアプリのご紹介

農林水産省では、農業者と農林水産省をつなぐ新たなコミュニケーション
ツールとして「MAFFアプリ」（スマートフォン用アプリ）を提供していま
す。

農業に役立つ政策情報がお手元に直接届くとともに、現場の声を
農林水産省に直接届けることができます。ぜひご活用ください。

ダウン
ロードは
こちら


