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新たな「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定されました

イメージキャラクター
みどりちゃん

撮影者／五十嵐敏紀　様

　表紙の写真は第20回「美しく豊かな農村
づくり写真コンクール」において棚田オー
ナー賞を受賞した作品です。暑い中、ぶどう
園の下でスイカを美味しそうに食べている子
どもたちがとても可愛らしく、夏の今の時期に
ぴったりの写真となっています。
　水土里ネット秋田では、今年度も第21回
「美しく豊かな農村づくり写真コンクール」を
開催します。詳細や応募票につきましては本
会報誌内「写真コンクール」ページにQRコー
ドとURLを掲載しております。皆様からの沢
山のご応募をお待ちしております！
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　食料・農業・農村基本計画（以下「基本計画」という。）とは、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す。
　この基本計画は、食料、農業及び農村をめぐる情勢の変化を勘案し、施策の効果に関する評価を踏まえておおむね
5年ごとに見直すこととされており、令和2年3月31日に新たな基本計画が閣議決定されました。

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～

新たな が閣議決定されました農村基本計画」「食料・農業・農村基本計画」

基本的な方針

目標・展望等

食料・農業・農村をめぐる情勢
「産業政策」と「地域政策」を車の両輪として推進し、
将来にわたって国民生活に不可欠な食料を安定的に供
給し、食料自給率の向上と食料安全保障を確立

●消費者や実需者のニーズに即した施策
●食料安全保障の確立と農業・農村の重要性についての国民的
合意の形成

●農業の持続性確保に向けた人材の育成・確保と生産基盤の強
化に向けた施策の展開

●スマート農業の加速化と農業のデジタルトランスフォーメー
ションの推進

●地域政策の総合化と多面的機能の維持・発揮
●災害や家畜疾病等、気候変動といった農業の持続性を脅かす
リスクへの対応強化

●農業・農村の所得の増大に向けた施策の推進
●SDGsを契機とした持続可能な取組を後押しする施策

施策推進の基本的な視点

●農林水産物・食品輸出額
　　4,497億円(2012)→9,121億円(2019)
●生産農業所得
　　2.8兆円(2014)→3.5兆円(2018)
●若者の新規就農
　18,800人/年(09～13平均）→ 21,400人/年(14～18平均)

農政改革の着実な進展

【カロリーベース】37％(2018) → 45％(2030)　【生産額ベース】66％(2018)→ 75％(2030)
(食料安全保障の状況を評価)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(経済活動の状況を評価)

【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> 46％(2018) → 53％(2030)
＜生産額ベース＞69％(2018)→79％(2030)

食料自給率の目標

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

食料自給力指標（食料の潜在生産能力）

講ずべき施策

施策の推進に必要な事項

●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
　（農林水産物・食品の輸出額：5兆円を目指す(2030))
●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等新たな国際環境への対応、今後の国際交渉への戦略的な対応

1. 食料の安定供給の確保
●担い手の育成・確保（法人化の加速化、経営基盤の強化、経営継
承、新規就農と定着促進等）

●多様な人材や主体の活躍（中小・家族経営、農業支援サービス等）
●農地集積・集約化と農地の確保（人・農地プランの実質化、農地
中間管理機構のフル稼働等）

●農業経営の安定化（収入保険制度や経営所得安定対策等の着実な
推進等）

●農業生産基盤整備（農業の成長産業化と国土強靱化に向けた基盤
整備）

●需要構造等の変化に対応した生産基盤の強化と流通・加工構造の
合理化（品目別対策、農作業等安全対策の展開等）

●農業生産・流通現場のイノベーションの促進（スマート農業の加
速化、デジタル技術の活用推進等）

●環境政策の推進（気候変動への対応、有機農業の推進、自然循環機
能の維持増進等）

2. 農業の持続的な発展

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等を通じた国民的
　 合意の形成

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

●地域資源を活用した所得と雇用機会の確保
　（複合経営、地域資源の高付加価値化、地域経済循環等）
●中山間地域等をはじめとする農村に人が住み続けるための条件整備
　（ビジョンづくり、多面的機能の発揮、鳥獣被害対策等）
●農村を支える新たな動きや活力の創出（地域運営組織、関係人口、半農半
Ｘ等のライフスタイル等）

●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

3. 農村の振興

①国内市場の縮小と海外市場の拡大
　・人口減少、消費者ニーズの多様化
②TPP11、日米貿易協定等の新たな国際環境
③頻発する大規模自然災害、新たな感染症
④CSF(豚熱)の発生・ASF(アフリカ豚熱)への対応

①国民視点・現場主義に立脚、②EBPMの推進・「プロジェクト方式」による進捗管理、③効果的・効率的な施策の推進、④行政手続のデジタルトランス
フォーメーション、⑤幅広い関係者・関係府省との連携、⑥SDGsに貢献する環境に配慮した施策の推進、⑦財政措置の効率的・重点的運用

国内外の環境変化

農業就業者数や農地面積の大幅な減少

生産基盤の脆弱化

▼

【基本計画と併せて策定】
農地の見通しと確保

(2019) 
439.7万ha

①37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

(2030) 
見通し：414万ha
すう勢：392万ha
※施策を講じない場合＜生産努力目標＞

農業構造の展望（農業労働力の見通し）

農業経営の展望

(2015) 
208万人

(2030) 
展望：140万人
すう勢：131万人
※これまでの傾向が続いた場合

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
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　この法律は、防災重点農業用ため池の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保

護するため、防災工事等基本指針の策定、防災重点農業用ため池の指定、防災工事等推進計画の策定

及びこれに基づく事業等に係る国の財政上の措置等について定めることにより、防災重点農業用た

め池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図ることを目的として、令和2年6月12日に成立

しました。（公布日から6カ月以内に施行されます。）

　本会としても、推進計画に基づく防災工事等の実施に際し、必要な協力をしてまいります。

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
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 が 　　 しました。が 　　 しました。成立

《法律の概要》

防災工事等推進計画等

〇基本指針
　農林水産大臣は、防災工事等基本指針を
定める。
〇防災重点農業用ため池の指定
　都道府県知事は、基本指針に基づき、
防災重点農業用ため池を指定することが
できる。
〇防災工事等推進計画
　都道府県知事は、防災重点農業用ため
池に係る防災工事等推進計画を定める。

防災工事等推進計画に基づく
防災工事等に対する支援

〇都道府県の援助
　都道府県は、防災工事等を実施する者
に対し、技術的な指導、助言等に努める。
〇財政上の措置
　国は、防災工事等推進計画に基づく事
業及び都道府県の援助の実施に要する費
用について、必要な財政上の措置を講ず
る。

秋田県土地改良事業推進大会（開催予定）令和2年度

　令和2年10月30日（金）　午後1時00分　　　　横手市民会館

「農業農村整備フェア」を開催します！
第143回 秋田県種苗交換会（開催予定）

　農業の祭典「第143回秋田県種苗交換会」が10月29日（木）～

11月4日（水）まで横手市を会場に開催されます。期間中水土里

ネット秋田では、農業農村整備事業のＰＲのため県内国営事業

所、秋田県と共催で参考展示「農業農村整備フェア」を横手市

「横手体育館」で開催します。皆様のご来場をお待ちしておりま

す。

※開催場所については、変更の場合があります。変更した場合は随時HP等でお知らせ致します。

期間  令和2年10月29日（木）～11月4日（水）

内容  展示パネル・事業模型の展示・土地改良相談コーナー・カレンダー作成など

昨年の農業農村整備フェアの様子
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秋田県土地改良
事業団体職員会

令和2年度秋田県農地集団化事業優良地区表彰

　秋田県農地集団化推進協議会（佐々木紘一会長）の第60回通常総会は新型コロナウイルス感染症
拡大防止の為、会員団体による書面議決方式で開催した。
　提出議案の令和元年度事業報告、収支決算並びに令和2年度事業計画、収支予算は原案どおり承
認・可決された。
　例年であれば、総会同日に令和2年度秋田県農地集団化事業優良地区並びに功労者の表彰式も行わ
れているが、優良地区の受賞団体へは事務局より持参し授与している。
　なお、今年度の主な事業計画としては、新型コロナウイルス感染症の状況に鑑みて講師を招いて
の研修会を予定。
　今年度の受賞地区は次のとおり。

　秋田県土地改良事業団体職員会（菅原喜博会長）は、例年6月に通常総会を開催しているが、今年
度の第60回通常総会については、新型コロナウイルス感染症予防対策として書面による採決を行う
方法での開催となった。
　6月19日（金）、職員会会員（会員数：68団体、294名）より提出いただいた書面議決書の集計を
行ったところ、下記のとおり議案第1号から第8号までのすべての議決事項について、過半数の承認
をもって可決となった。
　また、議案第8号役員の選任については、任期満了に伴う役員改選となることから、各支部から推
薦の理事14名、監事3名の新役員が選任された。なお、新役員のうち会長1名、副会長3名に関して
は、7月下旬に開催予定の第2回役員会において理事の互選により決定することになっている。

議案第1号　規約の一部改正について　　　　　　　承認する　284　　　承認しない　0
議案第2号　令和元年度事業報告について　　　　　承認する　284　　　承認しない　0
議案第3号　令和元年度会計収支決算について　　　承認する　284　　　承認しない　0
議案第4号　令和2年度事業計画について　　　　　 承認する　284　　　承認しない　0
議案第5号　令和2年度支部分担金の賦課方法　　　 承認する　284　　　承認しない　0
　　　  　　及び徴収時期について
議案第6号　令和２年度会計収支予算について　　　承認する　284　　　承認しない　0
議案第7号　令和２年度余裕金預入先について　　　承認する　284　　　承認しない　0
議案第8号　役員の選任について　　　　　　　　　承認する　284　　　承認しない　0

●昭和豊川地区 (昭和土地改良区)　　●三条川原地区（秋田県西仙北土地改良区)

●高屋敷地区（大仙市）　●山谷地区（秋田県協和土地改良区)　●潟野十二峠地区（仙北市)

優良会員表彰 （敬称略）

鈴木公英（新城川土地改良区）、兼松真也（にかほ市土地改良区）、黒木重徳（由利本荘市土地
改良区）、坂本紀（秋田県仙北平野土地改良区）、久米健太（秋田県仙北平野土地改良区）、安藤
加代子（秋田県雄物川筋土地改良区）

秋田県農地集団化推進協議会 第60回通常総会

「第60回通常総会」は書面議決による承認!!

議決事項の集計結果
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