農業農村整備の動き

新たな食料・農業・農村基本計画から
新たな土地改良長期計画へ
農林水産省農村振興局整備部設計課

計画調整室長
登り 俊也

１．はじめに

等様々な分野の農業者の方々，そして，中小・

令和２年３月 31 日，新たな食料・農業・農

家族経営や中山間地域で農業を営む方々の努力

村基本計画（以下，
「基本計画」
）が閣議決定さ

や工夫を丁寧に伺い，農業・農村の課題を掘り

れた。副題は「我が国の食と活力ある農業・農

下げた。

村を次の世代につなぐために」
。基本計画に副
題が付けられたのは，今回が初めてである。
この３月に基本計画が策定されたことを受け
て，今後，食料・農業・農村政策審議会農業農

このような検討過程を踏まえると，新たな基
本計画については，まさしく現場の声に如実に
耳を傾け，多様な関係者が丁寧な議論を重ねた
うえで策定されたものといえる。

村振興整備部会において新たな長期計画の策定
に向けた審議が行われることになる。
本稿では，基本計画のポイントと基本計画に
おける農業農村整備の位置づけを示した上で，

（２）基本計画のポイント
基本計画のポイントと各分野におけるポイン
トを以下に示す。

新たな長期計画の策定について触れたいと考え
①基本的な方針

ている。

基本計画の基本的な方針は，以下のとおりで
２．新たな食料・農業・農村基本計画
（１）新たな食料・農業・農村基本計画の策定
基本計画は，食料・農業・農村政策に関する
国の中長期的な方針となるものであり，おおむ
ね５年ごとに変更されるものである。
令和元年９月６日，農林水産大臣から食料・
農業・農村政策審議会に基本計画の変更が諮問
された。以来，同審議会の企画部会において，

ある。
・これまでの成果も踏まえ，農業の成長産業化
に向けた農政改革を引き続き推進。
・農業者の減少や新たな国際環境の下で，経営
規模の大小や中山間地域といった条件にか
かわらず，農業経営の底上げにつながる生
産基盤の強化を図る。
・今後，農村人口が減少する中，農業・農村の

９月から令和２年３月にかけて合計 13 回にわ

持続性を確保するため，地域をいかに維持

たる審議が行われた。この間，北海道から沖縄

し，次の世代に継承するか，という視点を

までの全国９カ所で農業者や地方公共団体等の

重視。

方々との意見交換も行われた。また，企画部会

・その際，産業政策と地域政策が車の両輪とな

では，大臣の諮問に先立ち，令和元年３月から

るよう，特に地域政策の施策効果が高まる

６月にかけて，現場の第一線で活躍している農

ように 関係府省や地方公共団体等と連携し，

業者や食品事業者等 36 名の方々からヒアリン

生産基盤の強化と多面的機能の発揮を図っ

グを行った。米，麦，大豆，野菜，果樹，畜産

ていく。
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農業農村整備の動き

②基本計画の各分野におけるポイント
今回の基本計画の各分野におけるポイントは

労働力の確保や単収向上を見込んだ 2030 年度
の見通しも示している。

以下のとおり。
ア

食料自給率

イ

食料
食料については，人口減少や高齢化，食の外

食料自給率の目標については，カロリーベー
スで 37％（2018 年度）から 45％（2030 年度）

部化・簡便化，国民の健康志向等を踏まえ，事

に引き上げ，生産額ベースで 66％（2018 年度）

業者と農業者等の協働により新たな市場を創出

から 75％（2030 年）に引き上げる。飼料自給

していく方向性が示された。
また

率は 25％（2018 年度）から 34％（2030 年度）
に引き上げる。

新たな国際環境の下で，拡大するグ

ローバルマーケットを戦略的に開拓し，2030

この目標とともに，基本計画では「食料国産

年に輸出額５兆円という意欲的な目標が掲げら

率の目標」を新たに設定した。食料国産率は，

れるとともに，この輸出目標の下，農林水産大

飼料自給率を反映せず，国内生産の状況を評価

臣を本部長とする司令塔組織の下での更なる輸

するものである。
食料国産率の目標については，

出促進を図ることとされた。

カロリーベースで 46％（2018 年度）から 53％
（2030 年度）に引き上げ，生産額ベースで 69％

ウ

農業

（2018 年度）
から 79％
（2030 年度）
に引き上げる。

農業については，農業就業者の高齢化や減少

これにより，飼料の生産活動に加え，畜産物の

が懸念される中，
担い手や農地をいかに継承し，

生産活動も適切に評価することができるように

農業の持続性を確保していくかが論点となっ

なる。

た。これに対して，担い手の育成・確保，農地

また，平成 27 年度に策定した基本計画で食

の集積・集約化，農業生産基盤の整備を進める

料自給力指標（食料の潜在生産能力）が初めて

とともに，経営規模の大小や家族法人の別，中

設定された。今回の新たな基本計画では，この

山間地域といった条件にかかわらず，農業経営

食料自給力指標を改良し，農地面積に加えて労

の底上げにつながる生産基盤の強化を図るとの

働力も考慮した指標を示している。また，
農地・

方向性が示された。また，経営継承・新規就農

【基本計画における食料自給率目標等】
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の促進，次世代型の農業支援サービスの定着や

業の多面的機能の発揮等において重要な役割を

スマート農業やデジタル・トランスフォーメー

果たしていくことが求められている。

ション（DX）の推進など，今後の農政の方向
性も示された。

また，土地改良区に対しては，農業・農村の
構造変化やスマート農業への対応，事務コスト
の縮減など土地改良区の運営体制の強化を図る

エ

農村振興

ための，土地改良区の合併又は土地改良区連合

農村振興については，地域政策の総合化に向

の設立を推進，事務運営の一層の適正化を図る

けて，地域政策を体系化したうえで関係府省，

ための，貸借対照表の作成・活用や員外監事の

地方公共団体などの幅広い関係者が連携して，

導入等の定着を図ることが求められている。

施策を推進していくという方向性が示された。
具体的な施策としては，①中山間地域等の特
性を活かした農業経営等とそのために必要な総

３．基本計画における農業農村整備の位置づけ
（１）農業農村整備の基本認識

合的な基盤整備と生産・販売施設等との一体的

基本計画において，農業農村整備は「第三

な整備等による「所得と雇用機会の確保」
，②

食料，農業及び農村に関し総合的かつ計画的に

日本型直接支払により多面的機能の発揮を促進

講ずべき施策」の「２

するとともに，中山間地域等直接支払等の運用

する施策」の「
（５）農業の成長産業化や国土

改善や，「小さな拠点」形成の推進等により，

強靱化に資する農業生産基盤整備」の項におい

安心して地域に住み続けるための条件整備によ

て記述されている。

農業の持続的発展に関

る「定住条件の確保」
，③棚田地域振興法の活

この項の冒頭で，
「農地や農業用水は，農業

用や関係人口の創出により，
「農村を支える新

生産における基礎的な資源であり，農業者の減

たな動きや活力を創出」し，農村振興を図って

少や高齢化等が進行する中で，良好な営農条件

いくということが示されている。

を備えた農地や農業用水の確保と有効利用，さ
らに，その次世代への継承を図ることが喫緊の

オ

災害対応

課題」であるとの基本認識が謳われている。こ

災害対応については，東日本大震災からの復

のような基本認識の下で，農業生産基盤整備に

旧・復興に加え，新たな項目として頻発する大

ついては，環境との調和に配慮しつつ，事業の

規模自然災害への備えが加わった。この備えの

重点化，コスト縮減等を通じた事業の効率的な

なかでは，農業水利施設の耐震化，ため池の適

実施を旨とし，
「農業の成長産業化」の観点か

正な管理等も推進することとしている。
さらに，

ら我が国の様々な気候風土に適した農業の多様

災害査定の効率化や査定前着工制度の活用によ

性を活かした農業生産基盤の整備，
「国土強靱

り，早期の営農再開を支援するとしている。

化」の観点から農業水利施設の長寿命化とため

また，大規模災害が頻発する中で被害を最小

池の適正な管理・保全・改廃を含む農村地域の

化するには，過去の災害の教訓を最大限活かし

防災・減災対策を効果的に推進することとして

た事前防災を徹底する必要があり，的確かつ迅

いる。

速な初動対応に向け災害対応体制を強化するこ
とも必要とされている。

また，農業者や農業人口の著しい高齢化・減
少やスマート農業の発展等農業を取り巻く情勢
の変化を見据え，農業の成長産業化や農業・農

カ

団体支援
土地改良区を含む食料・農業・農村に関する

団体は，農業経営の安定，食料の安定供給，農
6
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（２）農業農村整備の展開方向
次に，農業生産基盤整備の展開方向として示
された４つの取組の概要を示す。

要な措置を確実に進める。
新たに改定した排水の計画基準に基づき農業
水利施設等を整備する。気候変動を踏まえた効
果的な排水対策等の方向性を示す。既存ダムの

①農業の成長産業化に向けた農業生産基盤整備

洪水調節機能の強化に向けて取り組む。

担い手への農地の集積・集約化や生産コスト
の削減を進め，農業の競争力を強化するため，

④農業・農村の構造の変化等を踏まえた土地改

農地中間管理機構等との連携を図りつつ，農地

良区の体制強化

の大区画化等を推進する。

土地改良区の組合員の減少，ICT 水管理等

高収益作物を導入し，新たな産地形成を促進

の新技術，管理する土地改良施設の老朽化に対

し，産地の収益力を向上させるために，関係部

応するため，准組合員制度の導入，土地改良区

局と連携し，水田の汎用化や畑地化，畑地や樹

連合の設立，貸借対照表を活用した施設更新に

園地の高機能化を推進する。

必要な資金の計画的な積立の促進等，土地改良

自動走行農機や ICT 水管理等の省力化等に
資する技術の活用を可能にする農業生産基盤の

法の改正事項の定着を図り，土地改良区の運営
基盤の強化を推進する。

整備を展開する。関係府省と連携し，農業・農
村における ICT 利活用に必要な情報通信環境
の整備を検討する。

４．新たな土地改良長期計画の策定に向けて
（１）新たな長期計画の策定
上述のとおり，現行の長期計画の計画期間は

②農業水利施設の戦略的な保全管理

令和２年度までであることから，今後，農業農

基幹から末端に至る一連の農業水利施設の機

村振興整備部会において新たな長期計画の策定

能を安定的に発揮させ，次世代に継承していく

について審議が行われ，その後，新たな長期計

ために，施設の長寿命化，ライフサイクルコス

画が閣議決定されることとなる。

トの低減等の戦略的な保全管理を徹底して推進
する。農業水利施設の集約や再編，統廃合等に

（２）農業・農村を取り巻く大きな情勢変化

よるストックの適正化を推進する。施設の点検

農業者の減少・高齢化，農地の減少・荒廃化，

や機能診断等を省力化・高度化するため，
ロボッ

農業水利施設の老朽化，
施設管理体制の脆弱化，

トや AI 等の研究開発や実証調査を推進する。

鳥獣被害の深刻化などにより，農業の生産基盤
が脆弱化しているなど農業・農村を取り巻く情

③農業・農村の強靱化に向けた防災・減災対策

勢は大きく変化している。このほか，農村の人

農業水利施設等の長寿命化や耐震化，耐水対

口減少・高齢化の進行等による農村集落機能の

策，非常用電源の設置等のハード対策とハザー

低下，地震や台風，豪雨などの大規模自然災害

ドマップの作成等のソフト対策を適切に組み合

の頻発化・激甚化などが挙げられ，農業・農村

わせて推進する。

が克服すべき課題は多い。

防災重点ため池について，ため池の位置図や

一方，新技術が進展し，革新的な新技術が実

緊急連絡体制の整備などの対策を進め，優先度

用化される中，自動走行農機や ICT 水管理な

が高いため池からハザードマップの作成や堤体

ど営農の省力化につながるスマート農業の実装

の改修・廃止等を着実に進める。加えて，
「農

が進んでいる。加えて，農業・農村のＤＸの推

業用ため池の管理及び保全に関する法律」に基

進により，情報通信環境の整備が進み，農村の

づき，決壊による周辺地域への被害の防止に必

暮らしがますます便利になっていくことが期待
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される。また，これまで，農業・農村と関わり
の少なかった都市部の人材が農業・農村の価値

（３）新たな長期計画への期待
人口減少下における農業の持続的発展と農村

や魅力を再認識し，都市と農村を往来したり，

の振興を実現するために，今後，農業農村整備

農村に定住したりするなど，農業・農村に対す

が果たしていくべき役割は，より一層大きなも

る国民の価値観が大きく変化してきている。こ

のになると思われる。

のような動きは農業・農村にとって追い風にな

新たな長期計画については，
このような農業・

るものと考えられる。さらに，海外の農林水産

農村を取り巻く大きな情勢変化を踏まえなが

物・食品市場の拡大が著しいことも農業・農村

ら，革新的な新技術の活用，農業・農村の多様

にとって大きなチャンスである。国内の農産物

性への配慮，地域振興施策をはじめとする関連

需要に加えて，海外の旺盛な和食ニーズに的確

施策との連携，SDGs 実現への貢献，気候変動

に応えていき，2030 年に輸出額５兆円を達成

対策の推進等を念頭において検討し，農家，土

することが目標となっている。さらに，持続可

地改良区，地方自治体等農業農村整備に関係す

能な開発目標（SDGs）に対する国内外の関心

る方々はもとより，国民の期待にしっかり応え

の高まりも見逃せない。農業は食や環境と密接

るものにしていく必要があると考えている。

な関係にあり，SDGs に対する関心が高まれば，
必然的に農業・農村への関心も高まってくるも
のと考えられる。

8

131662_JAGREE会報誌No.98Book.indb

JAGREE 98．2020・5

8

2020/07/01

9:31:52

