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〈今月の掲載情報〉
★新たな食料・農業・農村基本計画が閣議決定されました
★新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
★農地の集積・集約化の支援体制が一体化しました
★東海地方の棚田地域が「指定棚田地域」に指定されました
★未来につながる持続可能な農業推進コンクールで「生産局長賞」「東海農政局長賞」を

受賞
★～農業者の皆様へ～経営所得安定対策等に加入しましょう
★「東海３県（岐阜・愛知・三重）の食料・農業・農村」令和2年度版を公表しました

※「食・農ぴっくあっぷ」
の サイトはこちらから

※メールマガジンの
サイトはこちらから

食料・農業・農村基本計画は、食料・農業・農村基本法に基づき、食料・農業・農村
に関し、政府が中長期的に取り組むべき方針を定めたものであり、情勢変化などを踏ま
え、おおむね5年ごとに変更することとされています。

令和2年3月31日に新たな食料・農業・農村基本計画が閣議決定されました。

新たな食料・農業・農村基本計画が閣議決定されました

お問合せ先 企画調整室 TEL 052-223-4609

食料・農業・農村基本計画（令和2年3月）

～ 我が国の食と活力ある農業・農村を次の世代につなぐために ～

食料自給率の目標

食料自給力指標（食料の潜在生産能力）

農地面積に加え、労働力も考慮した指標を提示。また、新たに2030年の見通しも提示

(食料安全保障の状況を評価)

【飼料自給率】 25％ (2018) → 34％ (2030)

【食料国産率】 飼料自給率を反映せず、国内生産の状況を評価するため新たに設定

＜カロリーベース＞

＜生産額ベース＞

【生産額ベース】 66％ (2018) → 75％ (2030)

＜生産努力目標＞
課題が解決された場合に、
主要品目ごとに2030年に
おける実現可能な国内の
農業生産の水準を設定

(経済活動の状況を評価)

69％(2018) → 79％(2030)

目標・展望など

【カロリーベース】 37％ (2018年) → 45％ (2030年)

46％(2018) → 53％(2030)

【基本計画と併せて策定】

農地の見通しと確保
(2030年) 

見通し：414万ha

すう勢：392万ha

農業構造の展望

(2030) 

展 望：140万人

すう勢：131万人

(2015)
208万人

農業経営の展望

① 37の経営モデルを提示
② 小規模でも安定的な経営を行い農地

維持等に寄与する事例を提示

(2019年) 

439.7万ha

※これまでの傾向が続いた場合

※施策を講じない場合

（農業労働力の見通し）

２. 農業の持続的な発展

３. 農村の振興

講ずべき施策

４. 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

５. 団体に関する施策

６. 食と農に関する国民運動の展開などを通じた国民的合意の形成

１. 食料の安定供給の確保

7. 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

○ 新たな価値の創出による需要の開拓
○ グローバルマーケットの戦略的な開拓
○ 消費者と食・農とのつながりの深化
○ 食品の安全確保と消費者の信頼の確保
○ 食料供給のリスクを見据えた総合的な食料安全保障

の確立
○ TPPなど新たな国際環境への対応、今後の国際交渉

への戦略的な対応

○ 担い手の育成・確保
○ 多様な人材や主体の活躍
○ 農地集積・集約化と農地の確保
○ 農業経営の安定化
○ 農業生産基盤整備
○ 需要構造などの変化に対応した生産基盤の強化と

流通・加工構造の合理化
○ 農業生産・流通現場のイノベーションの促進
○ 環境政策の推進

○ 地域資源を活用した所得と雇用機会の確保
○ 中山間地域などをはじめとする農村に人が住み続け

るための条件整備
○ 農村を支える新たな動きや活力の創出
○ 上記施策を継続的に進めるための関係府省で連携し

た仕組みづくり

※「食料・農業・農村基本計画」
の サイトはこちらから



詳細は、東海農政局Webサイトをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/tokai/keiei/nochi/chukan/index.html#review

農地バンク法（農地中間管理事業の推進に関する法律）の改正により、各地域で農協などが実施してき
た農地利用集積円滑化事業は、4月1日から農地バンク事業に統合一体化しました。

今後も、農協などを始め地域の関係組織が一体となって農地の集積・集約化を支援しますので、農地を
貸したい方、借りたい方は、各県の農地バンクにご相談ください。

農地の集積・集約化の支援体制が一体化しました

旧円滑化団体から借りている農地は、契約期間満了まで引き続き借りることができます。

契約期間満了後に、引き続き農地バンクからの借受けを希望する場合は、農地バンクが行う借受希望

者の公募に応募してください。

JAなどの旧円滑化団体から借りている農地はどうなりますか。

農地バンクの事業実施区域はどうなりますか。

従来、農地バンクの事業実施区域は、「農業振興地域内の区域」に限られていましたが、円滑化事業

との統合一体化により、「市街化区域以外の区域」に広がります。

これにより、これまで農地バンクに貸付けできなかった農地も、貸付可能となる場合がありますので、

農地の貸付けを希望する方は、農地バンクにご相談ください。

お問合せ先 経営・事業支援部 農地政策推進課 TEL 052-223-4627

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

お問合せ先 経営・事業支援部 経営支援課 TEL 052-223-4620

【助成額】 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額を1日当たり上限8,330円助成します。
具体的には「通常賃金の日額換算額×有給休暇日数」となります。

【助成対象期間】有給休暇の取得日が2月27日～6月30日までの期間にある場合

【受付】 3月18日から9月30日まで「学校等休業助成金・支援金 受付センター」で受け付けます。

【助成対象事業主】 対象労働者による有給休暇の申出により、有給休暇を取得させた以下に該当する農業経
営体

①雇用保険に加入している農業経営体
②労働者災害補償保険に加入している農業経営体
③①および②に該当しない雇用保険・労働者災害補償保険の暫定任意適用事業所※である農業経営体

（ ※ 被雇用者が常時4人以下の個人事業主など）

（注）ただし、雇用保険・労働者災害補償保険の暫定任意適用事業所の場合、「農業等個人事業所に係
る証明書」が必要になります。

農業経営体 各県地域拠点
各地方農政局

指定の学校等休業助成金・支援金受付センター

農業等個人事業所に係る証明申請

証明書の発行
農業等個人事業所に係る証明書を添えて申請

申請受付期間 3月27日～ 6月16日
（※今後変更の可能性があります。）

農業等個人事業所に係る証明手続きフロー



東海地方の棚田地域が「指定棚田地域」に指定されました

棚田地域には農産物の供給、国土の保全、生物の多様性の確保など多くの役割がありますが、人口減少
や高齢化の進展などにより荒廃の危機に直面しています。このため、棚田地域の振興を目的として「棚田
地域振興法」が昨年8月に施行されました。

同法では、振興を図ることが適当であり、棚田地域振興活動が確実に実施されると見込まれる棚田を、
都道府県の申請に基づき、農林水産大臣などの主務大臣が「指定棚田地域」として指定します。農林水産
省などの主務省庁は「指定棚田地域」などに対し財政上の支援などを行います。

4月9日に行われた第3回目の指定で、東海地方では初めて岐阜県中津川市、恵那市、飛騨市、揖斐川町、
三重県熊野市、伊賀市の棚田地域が指定棚田地域に指定されました。

お問合せ先 農村振興部 地域整備課 TEL 052-223-4639

丸山千枚田 →
（三重県熊野市）

← 坂折棚田
（岐阜県恵那市）

棚田地域とは…棚田地域振興法では、昭和25年2月1日における市町村の区域で、区域内の勾配が20分の1     

の土地にある一団の棚田の面積が1haあることと定義しています。

未来につながる持続可能な農業推進コンクールで「生産局長賞」
「東海農政局長賞」を受賞

農林水産省は、農業生産活動の持続性を確保するため、農業の自然循環を生かし農業生産に由来する環境
への負荷を低減する取組として、食品安全、環境保全、労働安全、人権保護、農場経営管理などの持続可能
性を確保するための一連の取組であるGAPを推進しており、その一環として、これらに取り組んでいる農業
者などに対して表彰を実施しています。

令和元年度の本コンクール（GAP部門）で生産局長賞及び東海農政局長賞を
受賞された東海農政局の方々をご紹介します。

お問合せ先 生産部 生産技術環境課 TEL 052-746-1313

●岐阜県立岐阜農林高等学校（岐阜県本巣郡）【人材育成の部】
【取組概要】GLOBALG.A.P. 品目：米（平成30年11月認証取得）

岐阜県内の農業高校では初めてとなるGLOBALG.A.P.を米で取得し、取得後の地
域での取組として、同校で独自に考案した農場内の点検手法である「GAPトリアー
ジ」を活用し、農家の方にわかりやすい支援を実施しています。

●三重県立明野高等学校（三重県伊勢市）【人材育成の部】
【取組概要】JGAP 品目：茶（平成30年3月認証取得【 現在、ASIAGAPにバージョンアップ】）・養豚（平成

31年1月）、GLOBALG.A.P. 品目：米（平成30年9月認証取得）
平成29年の三重県GAP推進大会において、当校生徒が「GAP認証にチャレンジしたい」との発言を

きっかけに、茶チーム、米チーム、畜産チームがそれぞれ認証を取得し、人材育成に大いに寄与した
ほか、地域において新規GAP認証の取得をサポートするなどその取組を波及させています。

【取組概要】GLOBALG.A.P. 品目：三重なばな（平成31年1月認証取得）
農場の労働安全や人権保護の高度化を目指したGAPの導入による意識向上に取組

むほか、「GAP」と「農福連携」のブランディングに取組み、本農場がモデルと
なって、三重県内の福祉施設でのGAP認証取得拡大の先駆けとなっています。

●就労継続支援A型事務所シグマファームとういん（三重県員弁郡東員町）【個別経営の部】

受賞者の詳細は、東海農政局のWebサイトをご覧ください
https://www.maff.go.jp/tokai/seisan/kankyo/gap/index.html

＜東海農政局長賞＞

＜生産局長賞＞

岐阜農林高等学校の皆さん

シグマファーム
とういんの皆さん



お問合せ先 企画調整室 TEL 052-223-4609

＜Webサイト＞ https://www.maff.go.jp/tokai/index.html 

【編 集】 東海農政局 企画調整室 TEL 052-223-4610

「東海3県（岐阜・愛知・三重）の食料・農業・農村」
令和2年度版を公表しました

東海地域の農業の特徴や東海農政局の取組などをグラフや図表、写真を用いて分か
りやすく紹介しています。

ご希望の方には冊子（管内地図付き）を無料で配付しますので、お問合せください。
（配付は6月下旬の予定）

また、冊子は東海農政局のWebサイトからダウンロード可能です。

詳細は、東海農政局のWebサイトをご覧ください

https://www.maff.go.jp/tokai/kikaku/shiori/index.html

～農業者の皆様へ～ 経営所得安定対策等に加入しましょう

農林水産省は、担い手農家の経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正
する交付金(ゲタ対策) 、農業経営のセーフティネット対策(ナラシ対策)及び食料自給率・食料自給力の維持
向上を図るため、水田のフル活用を図る水田活用の直接支払交付金を実施しています。

＜交付申請の受付は６月30日まで＞

1 畑作物の直接支払交付金⇒認定農業者、集落営農、認定新規就農者が対象（規模要件なし）

2 水田活用の直接支払交付金⇒販売目的で対象作物を交付対象水田で生産する販売農家・集落営農が対象

※飼料作物には、飼料用とうもろこしを含む。

対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物(※) 35,000円/10a

WCS用稲 80,000円/10a

対象作物 交付単価

加工用米 20,000円/10a

飼料用米、米粉用米
収量に応じ、55,000円～

105,000円/10a

主な対象作物 平均交付単価

小麦 6,710円/60kg

大豆 9,930円/60kg

（1）戦略作物助成（基幹作のみ対象）

（1）数量払

生産量と品質に応じて交付

（2）面積払

当年産の作付面積に応じて、数量払の先払いとして交付

20,000円/10ａ（そば 13,000円/10ａ）

＜対象作物：麦、大豆、そば、なたね＞
（数量払の平均交付単価）

各地域の助成内容（対象作物・取組・単価など）については、各地域農業再生協議会にお問合せください。

取組内容 配分単価

飼料用米、米粉用米の複数年契約
※3年以上の契約

12,000円/10ａ

そば、なたねの作付け
※基幹作のみ

20,000円/10ａ

新市場開拓用米の作付け
※基幹作のみ

20,000円/10ａ

左記のほか、以下の取組について、拡大計画に基
づき、年度当初に配分を行います。
① 転換作物拡大加算（15,000円/10a）
② 高収益作物等拡大加算(※) （30,000円/10a）

地域で作成する「水田フル活用ビジョン」に基づき、二毛作や耕畜連携を含め、産地づくりに向けた取
組を支援します。

(2) 産地交付金

詳細は、東海農政局の
Webサイトをご覧ください

(3) 水田農業高収益化推進助成

① 高収益作物定着促進支援（20,000円/10a×5年間）②とセット
② 高収益作物畑地化支援（105,000円/10a）
③ 子実用とうもろこし支援（10,000円/10a）

都道府県が策定した「水田農業高収益化推進計画」に位置付けられた産地における
以下の取組を支援します。

お問合せ先 生産部 生産振興課 TEL 052-223-4622 経営政策調整官 TEL 052-223-4626

https://www.maff.go.jp/tokai/keiei/ninaite/antei/index.html

※高収益作物等：高収益作物（園芸作物等）、新市場

開拓用米、加工用米、飼料用とうもろこし


