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2023 年 3月 17 日(金) 

 

「国連家族農業の 10 年」国内行動計画案の提言 要約版 

家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン 

代表   村上 真平   

 

１．国内行動計画策定の目的と意義 

国連総会は 2017 年に、2019 年から 2028 年を「国連家族農業の 10 年」（以下、UNDFF)と

し、世界的に家族農業を強化する必要があることを宣言した。というのは、現代の産業的食

農システムが飢餓と肥満、貧困と格差の拡大、温室効果ガスの約 3割を排出、生物多様性の

喪失への寄与などの諸問題を生み出しており、これらを打開するカギは家族農業の永続的

な営みにあるからである。なお、国連の家族農業には、農業だけでなく林業、漁業、牧畜、

狩猟・採集、先住民などが含まれている。 

UNDFF は、2019 年の創設記念会合(ローマ)において世界行動計画（Global Action Plan: 

GAP）を採択した。それは、①家族農業の強化に結びつく政策環境の発展、②若者の支援と

家族農業の世代継承の確保、③ジェンダー平等と農村女性のリーダーシップの強化、④家族

農業組織と能力の強化、⑤農村コミュニティの社会経済的包摂、強靭性、ウェルビーイング

（幸せに生きること）の向上、⑥気候変動に耐えうる食料システム、⑦家族農業の多面性の

強化という 7本の柱からなっている。 

GAP は各国の政府に、UNDFF の事務局に登録された各国の家族農業支援組織（National 

Council of Family Farming: NCFF)と連携して国内行動計画（NAP）を策定するように求め

た。日本の場合、家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン（Family Farming Platform 

Japan: FFPJ）が NCFF として登録されている。 

世界では、2019 年にインドネシア、ペルーなどの 4か国が NAP を策定した。2022 年 10 月

現在、最初の 4か国を合わせて合計 12か国が策定を終えている。経済先進国のスペインと

ポルトガルを含む 13 ヵ国で策定中、28ヵ国で策定に向けた準備が行われている。日本は策

定に向けて前進がみられるというステータスに位置づけられていて、早急な NAP の策定が

求められている。 

NAP は、GAP の枠組み（7 本の柱）に沿うことを求められているが、もとより各国の事情

に合うように変える必要がある。NAP は、日本社会があらゆる意味でのサステナブルな食料

安全保障を実現し、SDGs に貢献することを目指す。食料安全保障には、食料主権の下で農

業と食料生産を継続できる条件に加えて、農村の発展、貧困の克服、生物多様性と環境の保

全、文化的多様性の維持が重要である。本 NAP 案はこうした理解に依拠している。日本政府

においては、NAP の策定に向けて、FFPJ との協議に入ることを期待したい。 
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２．日本における農林漁業の変化と現状 

1)農業の変化と現状 

生産農業所得統計によると、農業総算出額は 1990 年以降 2010 年まで漸減傾向をたどっ

てきたが、2010 年の 8.1 兆円を底に微増傾向へ転じ、2021 年には 8.8 兆円となっている。

長期低落傾向に歯止めがかかったように見えるが、コロナ禍および生産資材価格の急騰が

大きなダメージになっているので、今後の傾向は楽観を許さない。加えて、家族農業におい

て生産者の大幅な世代交代の時期が迫っている。生産者の継承に失敗すると、日本の農業は

雪崩を打つように瓦解しかねない。 

もしそうなれば、食料安全保障が破綻することになる。日本の供給熱量ベースの総合食料

自給率は、1989 年に 50%を割り込み、2010 年以降はずっと 37～38%で反転する兆しが見え

ない。本格的な農業への支援がないと、2022 年以降の食品価格の高騰をきっかけとした国

民の食料確保に対する不安は解消されないだろう。 

農業を考える際の基本的な要素は、農家、農地（経営耕地面積）、働き手（基幹的農業従

事者）の３つである。図 1 は、これら 3 つの要素についての長期的な変化を示している。

1980 年から始めたのは、農産物総自由

化の端緒になった 1985 年のプラザ合

意と 1986 年のガット・ウルグアイラウ

ンド（UR）の開始が農業に大きな影響を

与えたからである。明らかなように、農

家、農地、働き手は右肩下がりに減少し

ているが、農地よりも農家と働き手の

減少速度が大きい。 

一方、組織経営体(法人)は 2005 年の

19,136 から 2020 年に 30,707 に増えた

とはいえ、農業経営体に占める家族経

営体(個人経営体)の割合は、2005 年に

98.3%、2020 年に 96.4%とこの 15 年間でほとんど変わっていない。やはり、日本の農業の中

心は家族農業であると言ってよい。 

また、統計上は「土地持ち非農家」に分類される農家が著増している。土地持ち非農家は

生産面から否定的に評価されることが多いが、この層が農村に残っているからこそ、地域社

会を維持できていることに注目する必要があるし、条件が整えば農業に戻る可能性がある

ことを軽視してはならない。 

確かに、大規模経営体の農地集積はある程度進展した。経営体数で 0.1%の 150ha 以上の

層は 2020 年に 6.9%の農地を保有しており、規模拡大政策の効果はある程度出ていると言え

る。とはいえ、全経営体のうち、0.3ha 以上 3ha 未満の層が 8割程度を占めていることも事

実である。農村地域を維持するためには、この中小規模の農家が決定的に重要である。 
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図1 農業生産要素の⾧期傾向
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２)林業の変化と現状 

人工林の森林蓄積は、2018 年に 4,633 百万㎥に達しており、「宝の山」となっている。と

くに、民有林では蓄積量の増加が著しい。それは、適切な林業生産が行われていない結果だ

と推測される。中には、不在村者の山林が含まれている。農林業センサスの中で唯一、不在

村者の山林保有について調査している 2000 年の農林業センサスによると、森林の 32.7%が

不在村者の保有となっている。その後の動向は不明であるが、不在村者の山林は放置されて、

荒廃している可能性が高い。 

林業の生産者は林業経営体として把握されている。林業経営体の数は 2000 年の 153,036

から 2020 年の 34,001 にまで激減している。しかし、大規模な組織経営体だけが残ってい

るわけではなく、家族労働力が主体の自伐型林業などの家族経営体も健闘している。「自伐

林家」は生産量の割合は少ないとしても、経営体数の半数近くを占めている。経済的な効率

性の観点からはあまり高く評価されてこなかったが、今後はもっと総合的な観点からの評

価軸が重要になるだろう。たとえば林業の持つ多面的機能の発揮の程度、環境・生態系への

インパクトの大小、サステナブルな地域社会・流域圏の構築への貢献などである。こうした

観点からは、「自伐林家」の基盤を強化することが地域全体の「強靭さ」(レジリエンス)を

増すことになるといえるだろう。 

 

3)漁業の変化と現状 

世界の漁獲生産量は、1995 年ごろから最近までほぼ横ばい状態で推移している。それは、

国際的な資源量管理体制の効果とともに、海洋の再生産能力の劣化による。全体的な漁獲量

の伸び悩みの中で、かつては世界一の座にあった日本は、1990 年代に入ると顕著に漁獲量

が減少し始め、2020 年には 10位にまで低下した。こうした落ち込みは、遠洋漁業の地位の

低下、遠洋漁業の減産を補ってきた沖合漁業の大幅減少によるところが大きい。沿岸漁業も、

2016 年には 100 万トンを割り込んでしまった。海面養殖業については 100 万トン前後の水

準で推移しており、沖合漁業や沿岸漁業の落ち込みをカバーできるほどではない。 

日本の漁業は、古くからの「家業」的な漁業者（漁家）が漁業を担ってきた。こうした小

規模な漁家経営が、漁業権を持つ漁業協同組合の下で沿岸漁業と養殖業を営むのが日本の

漁業の特徴だった。漁業センサスによると、1978 年の漁業経営体に占める個人経営体の割

合は 97%だったが、最新の 2018 年センサスでも 94%とほとんど変わっていない。 

しかし、図２のように、漁業生産力を規定する生産要素は大幅に弱体化している。漁業経

営体、動力漁船の隻数、漁業就業者のいずれも 1978 年水準の半分以下に落ち込んだ。漁業

生産力の弱体化は顕著である。そのことが漁業生産量の大幅な低迷をもたらしている。大規

模な養殖業では、えさの確保や疾病管理のための薬剤投与、周辺水域への環境負荷などの制

約があり、とてもこの問題の解決には非力である。やはり、地域に根づいた漁家経営による

沿岸漁業と中小規模の沖合漁業の再生なしに、魚類の自給率をあげるという水産基本計画

の目標を達成することはきわめて困難である。 
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4）家族農林漁業の抱える現在の課題 

2020 年からのコロナ禍、ロシア・ウクライナ戦争、記録的な円安と原油・農業資材価格

の急騰は、これまで持ちこたえてきた農業・農村にとって、存続を左右しかねない脅威とな

っている。かねてからの鳥獣害による営農意欲の減退に加えて、これらの外的条件の逆風は

家族農林漁業の将来に暗雲を投げかけている。 

コロナ禍は、現在の食農システムが意外にもろく、かつ不公正に満ちていることを明らか

にした。農業の側からは、世界に広がる農業資材の調達網が機能不全に陥ったために、供給

の滞りが生じたし、需要の「蒸発」も経営にダメージを与えた。需要蒸発は、とくに付加価

値の高い花卉や高級牛肉などで顕著にみられた。膨大なインバウンド需要に依存していた

観光・飲食産業などの実需者への供給も大きく減らざるを得なかった。これらの事態は、国

外に生産資材とその原材料の大半を依存したり、高付加価値部門に特化したりすることの

危うさを暗示している。 

輸入依存の問題は、農業資材価格の急騰においても如実に表れている。窒素、リン酸、カ

リウムのいずれの肥料も、大幅に価格が上昇している。これは、化学肥料の主要供給源がロ

シアに集中していることによる。どこでも生産可能な窒素肥料は大量にエネルギーを消費

するので、温暖化対策の観点から生産を抑制し、国内向け優先に切り替える輸出国が出てき

たことも肥料価格の上昇に影響している。肥料価格の上昇に対して、日本政府は肥料高騰対

策を 2022 年 7月末に決定したが、その効果は未検証である。 

家畜飼料の大幅な価格上昇の背景には輸入飼料への依存があるが、飼料の国産化は遅々

として進んでいない。飼料用米などの生産が奨励されているものの、それが飼料自給率を大

幅に改善するには至らず、濃厚飼料の自給率は 12%～14%で低迷している。この飼料の輸入
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依存が畜産経営の発展を大きく制約している。とくに、固定資本比率の高い施設型の酪農で

は経営破綻が相次ぎ、経営主の自死という悲惨な出来事も後を絶たない。日本政府は、2022

年第 3四半期に「生産コスト削減等に取り組む生産者」に、配合飼料価格高騰緊急特別対策

を決めたが、その支給は 2023 年に入ってからのことだった。 

食品価格も資材価格も高騰しているのに、農産物価格は相対的に低い水準に留め置かれ

ている。とくに生産者米価は長期低落傾向にある。2022 年産米は前年産よりも少し改善さ

れる見込みであるが、資材価格の高騰をカバーできるほどではない。いずれにしても、農業

生産資材などの生産費用の高騰分を価格転嫁できない仕組みや商慣行が基本的な問題であ

ることを改めて確認しておく必要がある。 

農産物・生産資材の外部依存の問題点は、2007～2008 年の食料価格高騰の際にも指摘さ

れたが、その改善策は本格的に議論されずに、いつの間にか立ち消えとなってしまった。農

業と農村が危機に直面しながら、かろうじて持ちこたえている現在こそ、抜本的な改善に踏

み出す最後のチャンスである。その基本的な方向は、農村地域の大多数を占める中小家族農

業の強化に定める必要がある。ビジネス志向の大規模経営の意義を否定するものではない

が、それだけでは農村地域を維持することができないからである。 

 

３．農林業政策の展開 

1)農業政策 

第二次世界大戦後の日本の農政は、戦後の農地改革から農業基本法の制定（1961 年）ま

で、農業基本法下での農政、1986 年からのガット・ウルグアイランド（UR）交渉を経て 1992

年の「新しい食料・農業・農村政策の方向」（いわゆる「新政策」）としてまとまった国際化

農政、1999 年制定の食料・農業・農村基本法以降に分けることができる。 

農地改革により生まれた多数の戦後自作農は、地主・小作制のくびきから逃れ、それぞれ

の創意工夫に基づく自律的な発展を試みた。しかし、農業と工業の生産性格差および農村と

都市の所得格差が拡大し、その解決が課題となった。1961 年に成立した農業基本法は、自

立経営の育成（構造政策）と選択的拡大（生産政策）を 2本柱とすることで、この課題の克

服を目指した。しかし、1972 年の農業白書は自立経営のシェアが 1970 年の 6.6%から 71 年

に 4.4%に低下してしまい、また選択的拡大を推進したにもかかわらず、自給率が低下した

ことを報じた。 

その後、1970 年代初頭の第１次オイルショックによって高度経済成長が終わり、農政は

米の転作問題に対応する総合農政や地域農政を経て、国際化農政へと舵を切る。きっかけは

1985 年のプラザ合意と内需主導型経済（輸入への依存）への転換、ならびにガット UR 交渉

の開始である。課題となったのは、内外価格差の縮小と国際競争力の強化だった。この課題

に対して、経営基盤強化法による大規模経営路線が用意された。競争力強化の難しい中山間

地域には、特定農山村法による国土・環境保全政策が導入された。この原理の違う 2つの方

向が 1992 年の「新政策」の中に盛り込まれた。この産業政策と地域政策の 2本立てという
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枠組みは、現在に至るまで基本的に継承されている。 

1999 年には、「平成の農政改革」の総仕上げとして、食料・農業・農村基本法が成立した。

同基本法は、農民・農業のための基本法から国民全体を視野に入れた基本法という性格を持

つ。同基本法は食料の安定供給とともに、農業・農村の環境的価値（多面的機能）も取り込

んだからである。 

食料・農業・農村基本法の理念は、おおよそ５年毎に見直す「食料・農業・農村基本計画」

によって達成を目指すこととされた。現在は、2020 年 3 月に閣議決定された第５次基本計

画の期間中である。いずれの基本計画においても、競争力強化という命題の下に、大規模化

を促す構造政策が基調をなし、「効率的かつ安定的な農業経営」が主な政策対象であった。

第５次基本計画は、それまでの基本計画に比して、農村政策の総合化という新しい視点を打

ち出した。そこでは半農半 Xを含む農山漁村発イノベーションによる「しごと」づくり、農

村 RMO による「くらし」づくり、農村プロデューサーや関係人口を増やすことによる「活力」

づくりが３本柱として打ち出された。その一環として、中小規模の家族農業が書き込まれた

点も注目したい。 

しかしながら、一方では自由貿易協定（FTA）・経済連携協定（EPA）による貿易自由化の

深化（外部依存の強化）が進展・拡大している。また、スマート農業の推進が盛んに主張さ

れるに至っている。スマート農業とは ICT や AI、ロボット、ドローン、センサーなどのデ

ジタル技術を駆使する農業である。さらに、生命工学による新品種の開発やフードテックも

推進されるようになった。 

2021 年 5月 12 日に決定された「みどりの食料システム戦略」（みどり戦略）は、2050 年

までの有機農業面積 100 万 ha(農地の 25%)達成や化学農薬使用量 50%削減（リスク換算）な

ど野心的な目標を打ち出した。そのことは農政の大転換として評価すべきであるが、その達

成手段がスマート農業や生命工学に大きく依存している。 

以上のような農政の方向には、日本農業の大半を担っている小規模家族農業は視野に入

っていない。ここに根本的な問題がある。 

 

2)林業政策 

第 2 次世界大戦後の林業政策は、1964 年制定の林業基本法に基づく産業的林業の確立・

推進の時期と、2001 年の森林・林業基本法の制定による産業政策と環境政策の二面的展開

の時期に大別することができる。2001 年度の「森林・林業の動向に関する年次報告」によ

ると、「森林・林業基本法は、これまでの木材生産を主体とした（林業基本法の：引用者）

政策から森林の持つ多面にわたる機能を将来にわたって持続的に発展させるための政策へ

の転換を旨と」した。 

第二次世界大戦後の 1951 年には森林法が改正され、森林資源の保全育成のために森林計

画制度と伐採許可制度が導入された。しかし、このような保全的性格を持つ林政は、しだい

に規制的性格を緩めていき、1961 年には伐採許可制度を撤廃した。1964 年には、産業振興
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法としての林業基本法が制定された。林業基本法の下で林業経営の近代化や林業構造改善

事業が行われた。 

林業基本法はある程度の効果を上げ、1967 年には国産材供給量が 5,274 万㎥に達した。

ところが、1964 年に木材輸入の自由化が始まると、国産木材の供給量は減少に転じた。し

かし、輸入材も 1990 年以降は減少に転じたため、2000 年前後には国産材の供給量が輸入材

のそれを再逆転した。これはちょうど、WTO 交渉に向けた多面的機能論が盛んに主張され、

その政策化が図られた時期と重なる。 

2001 年 7 月には森林・林業基本法が制定された。森林・林業基本法では多面的機能の発

揮（第 2条）が、林業の発展（第 3条）よりも上位におかれ、また第 2条 2項では定住の促

進等による山村の振興が盛り込まれた。このように、環境的側面と山村地域政策が強く打ち

出された。つまり、林業政策から森林政策と産業政策の統合に枠組を転換したのである。 

2001 年 10 月には、最初の「森林・林業基本計画」が策定された。その後、2006 年、2011

年、2016 年に改訂が行われ、直近では 2021 年に第 5次の森林・林業基本計画が閣議決定さ

れた。第 5次基本計画は脱炭素社会への寄与を強調した「グリーン成長」を前面に掲げ、森

林資源の適正な利用・管理、新技術に依存する「新しい林業」、木材産業の競争力の強化、

新たな木材需要の開拓（都市等における「第 2の森林づくり」）、新たな山林価値(森林サー

ビス産業)の 5つを施策の柱に据えた。 

しかし、林業の担い手については「効率的かつ安定的な林業経営」だけを対象としており、

中小規模の自伐型林家はほぼ一貫して軽視されている。森林経営管理制度の導入(2018 年)

や国有林野管理経営法の改正(2019 年)なども同様の視点に立っている。その結果、経済的

に利益の上がりやすい好条件の森林が皆伐され、再植林が行われていない地域も多数見ら

れるようになった。また、多数の農家林家が所有する里山は大半が荒廃したまま放置されて

おり、森林・林業政策からは等閑視されている。里山は環境省の生物多様性保全国家戦略で

は重要な位置づけを与えられているが、森林・林業政策と連動しないと、きちんと管理され

ない状況が続くことになりかねない。 

 

3)漁業政策 

漁業、とくに家族漁業が中心となる沿岸漁業では、地域間の過剰競争や地域内の過剰漁獲

を防いで、地元の漁民が暮らし続けることを保障するための漁業権漁場制度が重要な役割

を持つ。漁業権は、明治期以前に自生的に形成されてきた沿岸漁村の独占的利用を認める磯

漁や入会漁業として秩序化された沖漁の「村決め」に起源を持つ。それに近代法的な位置づ

けを与えたのが 1909 年に改正された明治漁業法である。 

1949 年には民主化改革の一環として、新しい漁業法が成立した。この漁業法では、新た

に免許制の漁業権制度が導入された。とはいえ、新しい漁業権は明治漁業法の漁業権を、定

置漁業権、区画漁業権、共同漁業権の 3種に整理し直したもので、大きな違いがあるわけで

はない。漁業権は、知事が地元の漁業協同組合に対して免許を付与する。漁民は漁協の組合
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員になることで、排他的に免許漁業を営むことができる。 

漁業権漁場制度では、漁場のことに精通している地元漁民の団体（漁業協同組合）に適正

な漁場利用と管理を任せている。漁業権の貸付は禁止され、また譲渡と担保権設定は制限さ

れている。漁業法のこうした大枠は数次の改訂でも変化せず、2018 年の大幅改訂まで引き

継がれてきた。2018 年度の改訂では、漁業権制度こそ残ったものの、大幅な政策枠組の変

更をともなったので、「水産政策改革」と呼ばれている。 

新漁業法の要点は、漁業権の企業に対する開放あるいは規制の骨抜き化、TAC（漁獲可能

量）の対象魚種の拡大と割り当て方法の変更、ITQ（譲渡可能個別割当制）の導入の 3点に

集約できる。とくに、漁業権については区画漁業権を個別漁業権と団体漁業権に分け、企業

に対する個別漁業権の免許付与が認められた。これは、企業が資源管理作業に関する従来の

責務から「解放」されることを意味する。その上、漁業権の地元優先・漁協優先の原則が廃

止され、企業がいったん免許を得ると継続的に付与されるとともに、抵当権設定が可能とな

った。つまり、漁業権は売買可能になったのである。 

TAC は、1994 年に発効した国連海洋法条約に基づく排他的経済水域（EEZ）内の漁獲可能

量を割り当てる制度だが、新漁業法では国が全体漁獲可能量を決め、その配分にも関与する

ことになった。このため、少数の企業に対する大臣許可漁業に有利な配分が行われ、沿岸漁

業や沖合漁業の漁獲可能量の割り当てが制約されかねないと懸念されている。 

さらに、ITQ の導入が法的に公認された。それは船ごとに漁獲量を割り当て、その枠を譲

渡することを認めたので、大規模経営体への漁獲量割当の集積が起こりうる。しかも、大臣

許可漁業では船の数やトン数の規制をなくしたので、大型化による「効率的」な操業が可能

になった。このことは、経済的採算性に合う魚種への集中的捕獲による乱獲と操業区域の拡

大をもたらしかねない。「水産資源の保存および管理」（新漁業法第 2章）よりもむしろ、逆

の資源枯渇を招く恐れがきわめて大きい。地域間の過剰競争や地域内の過剰漁獲を防いで

きた中小の漁家と漁業協同組合を強化することなしに、この問題を根本的に避けることは

できない。 

 

４．国連「家族農業の 10 年」の国内行動計画案の概要 

本計画案は、FFPJ の会員を中心とするワークショップ、会員・非会員に対するアンケー

ト調査に基づいて作成された。国内行動計画（NAP）案の作成にあたっては、まず国連「家

族農業の 10 年」の一環であることを考慮し、世界行動計画（GAP）の 7本の柱を踏まえるこ

ととした。次に、日本の状況を考慮して 8本目の柱として「技術・農法」を追加した。 

以下では、GAP の 7 本の柱に技術・農法を加えた 8本の柱について、中期的な目標に絞っ

て、その概要を紹介する。 

 

柱１ 政策：家族農林漁業を強化する政策体制 

 日本の農林漁業はいずれも、かなりの部分が家族農林漁家によって担われている。しかも、
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家族農林漁業が営まれているために、国土の過半を占める農山漁村が維持されており、その

ことによって良好な環境と生物多様性が保たれているばかりでなく、洪水や地滑りなどの

災害を防いできた。しかし、家族農林漁業が次第に力を失うにつれて、これらの環境的価値

や防災・減災価値も低下しつつある。家族農林漁業が何とか持ちこたえている今のうちに、

その力を十分に発揮できるように政策の方向性を定め直すことが喫緊の課題である。 

 

１）家族農業を強化する政策体制（Agriculture: A） 

A-1 家族農業の所得を安定化し、その継続性を保障する政策を導入する。家族農業の継

続性は所得だけでなく、社会貢献への意欲やウェルビーイング（幸せに生きること）の

充実といった側面が重要であるが、経済的な基盤の確保がその前提となる。 

  例）フランスのエガリム法２のように農家の適正報酬を保障する制度を構築する。直接

支払い制度を拡充する。収入保険に小規模農家・半農半 X でも加入できるようにす

る。 

A-2 安全・安心な食料の生産と環境、農村地域社会を守る農業の推進の観点から、農業

政策の基本に中小規模の家族農業を据える。 

例)食料・農業・農村基本法の見直しに家族農業の視点と農村地域社会の視点を明確に

位置づけ、小規模農家・半農半Ｘも農業と農村地域社会の(単なる支え手ではなく)担

い手として位置づける。公的機関が育種に責任を持つ体制を再構築する。市町村行政

に「流域」の視点を導入する。 

A-3 安全・安心な食料の生産と環境を守る農業の両立を図る政策を立案する。 

例)本来的な有機農業や自然農法を推進する。環境を守る農業として現に定着している

代替的農業の実践例や技術を収集し、アーカイブとしてだれでもが利用できる体制を

つくる。  

A-4 農民と消費者等の多様な主体が、知識協創的に一緒に政策をつくるプロセスを導入

する（北米のフードカウンシルを想起）。 

例)政策をつくるための基礎データを集めるための調査をさまざまな農業関係者・研究

者と連携して設計し、協同する参加型調査の手法を導入する。農民と消費者の政策立

案会議（フードカウンシル）のパイロット地域を設定する。 

A-5 政策の基礎となる統計制度を見直し、充実させる。 

A-6 農業・農村政策の基本理念としてアグロエコロジーを据え、分野横断的にその考え

方を反映させる。 

 

２）家族林業を強化する政策体制（Forestry: Fo） 

Fo-1 家族林業の所得を安定化し、その継続性を保障する政策を導入する。 

  例）中小規模の自伐型林家なども政策対象として明確に位置づける。天然林（広葉樹）
でも人工林と同様の支援制度を受けられるように拡充する。補助支援制度を伐採後に
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残った森林の価値（品質面と災害予防の観点）を重視した制度に変更する。 
Fo-2 良好な森林を維持・再生産するとともに環境を守ることのできる林業政策を導入

し、自伐型林業などのそれにふさわしい林業を推進する。 

例)森林・林業基本法の見直し論議に自伐林家および自伐型林家の視点、および山村地
域社会の視点を明確に位置づける。森林・林業基本計画および全国森林計画に壊れな
い作業道（幅員 2.5m 以下）を環境保全型林業として位置づけ普及させる。山林を所
有しない自伐型林家希望者と放置山林の所有者とを結びつける仕組みを検討する。流
域単位の市町村連携による災害の未然防止策を検討する。  

Fo-3 気候変動を前提に、防災効果の高い森林整備を進める。 

  例）皆伐を禁止し再造林と択伐、複層林の形成を促進する。 

Fo-4 里山の整備・保全を林業政策の一環に位置づける。 

  例）里山の整備技術を折り起こし、継承するとともに新しい観点からの里山整備体制を

構築する。市民団体や企業などが里山の保全にかかわりやすい体制を整える。里山保

全のためのフォレスト・スクールを導入する。 

 

３）家族漁業を強化する政策体制（Fisheries: Fi）  

Fi-1 家族漁業の所得を安定化し、その継続性を保障する政策を導入する。 

  例）大規模な企業経営体に偏した政策を改め、中小規模の漁家と漁業協同組合を政策対

象として明確に位置づける。 

Fi-2 水産基本計画に、沿岸生態系を守る漁業として家族漁業を位置づける。 

Fi-3 良好な海域を維持・再生産できる漁業政策を導入する。 

  例)漁業権漁場制度を堅持するとともに、海面利用秩序を形成・統御する仕組みとして

も使えるように整備する。 

Fi-4 漁業資源管理政策を見直し、漁業協同組合の強化を図る。 

例)国による TAC の割り当てを廃止し、漁業協同組合連合会などの自主性を尊重する仕

組みとする。一律に TAC を割り当てるのではなく地域の事情に応じた弾力的な割当

制度とする。 

Fi-5 原発汚染水の海洋投棄の方針を取りやめ、別の汚染水処理の方法に切り替える。 

 

４）農林漁業政策全体にかかわる事項 

① 補助金の内容を精査し、産業主義的な目的でなく、農林漁業の永続的な発展に資する

ように注意深く制度を設計する。その際に、補助申請や報告などの手続きの煩雑さや

申請に関する情報格差や技能格差（オンライン申請など）を解消する。 

②補助金政策は現場の要望を十分把握して設計・実施する。 

 

柱２ 若者：若者を支援し家族農業の世代間の継続可能性を確保 
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2-1 新規就農者支援体制を抜本的に強化する 

     例)新規就農者支援体制を体系化・充実し頻繁な制度変更を避ける。新規就農者と「農

地・人プラン」との連動を見直し参入しやすくする。農地取得要件を見直す。新規就

農希望者に対する研修制度の充実と研修受け入れ農家・団体・組織への支援策を導

入・拡充する。給付型奨学金付きのアグロエコロジー学校(または農家研修制度)を整

備する。 

 2-2 青年農業者に対する支援を政策的に位置づけ、支援制度を具体化する。 

    例)青年農業者に対する直接支払制度の導入や就農支援などの予算枠を確保する。第 3

者継承を含め農業の経営継承を行いやすくする制度を設ける。青年農業者の社会的

ネットワーク形成(仲間づくり)を支援する。家族経営協定の締結をもっと促進する。 

2-3 農村の社会的変革を進める。 

   例)年功序列・男性中心の意思決定・家を単位とする運営などを改め、青年が男女とも

参画しやすい体制をつくる。農村内での若者の仕事の負担を減らす。若者のリーダ

ーシップを育成・発揮できるように農村の運営方法を変えていく。 

2-4 若者の農村・地方移住を促進する。 

例)若者の農村移住に対する支援策を導入、地方定住を支える基盤づくりを進める。 

2-5 子ども世代に対する働きかけ 

例)子ども・若者にとって農林水産業が「憧れの仕事」になるように農業の明るいイ

メージを積極的に発信する。 

 

柱３ ジェンダー：家族農業におけるジェンダー平等と農村女性のリーダーシップの促進 

GAP の第３の柱は女性に焦点をあてている。日本のジェンダー平等の程度はきわめて低

く、主要国の中で下位にランクされていることは広く知られるようになった。農業・農村で

も同様な問題を抱えている。女性は実質的に重要な農業の担い手であるとともに、いわゆる

6 次産業化でも非常に大きな役割を果たしている。昼間は居住集落の外に働きに出る男性が

多い現状では、昼間の社会的活動は女性が中心になっている（女性が外に出ることを阻む要

因にもなっている）。にもかかわらず、農業・農村におけるジェンダー問題は依然として強

固に残っている。したがって、NAP でもこうした女性の現状を正確に把握し、その解消を果

たすことで日本全体のジェンダー問題を切り拓く先駆けになるような計画をたて、その実

践に向かう体制を盛り込む必要がある。つまり、家族農業だからこそジェンダー平等が必須

であり、日本社会にとっての先導的モデルになるという強い意志を NAP は示すべきである。 

なお、ジェンダー平等の実現は、若者支援という次世代政策とも密接に関連している。ジ

ェンダー平等の実現なくして、若者が農業を継承することはないし、農外からの新規参入も

期待しにくいことを明記しておきたい。 

 

3-1 農業政策にジェンダー視点を盛り込む。 
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  例)あらゆる農業政策の分野にジェンダー視点を横断的に浸透させる。農業関連事業に

女性の優先枠を設ける。交付金受給の際のジェンダー不平等をなくす。農業機械の開

発にジェンダー視点を盛り込むように指針をつくる。現在活躍している農村女性グ

ループの活動を広く社会に発信する仕組みをつくる。女性差別撤廃条約に対応する

方針を食料・農業・農村基本計画に盛り込む。 

3-2 農家世帯と農村におけるジェンダー平等を実現する。 

例)保守的で男性優位に運営されている農村を家族農業の立場から変えていく。農村の

自治会や農業関連組織の女性役員を増やす。女性役員が発言しやすい環境を整えて

いく。少なくとも 1 か月に 1 回以上の「女性のノーワーク・デイ」を設けるなど男

性が家事・育児労働を負担する機会を増やす。 

3-3 ジェンダー教育の普及 

例)就学前・教育課程・社会人問わずにジェンダー教育を実施する「Me too」運動に象

徴される女性蔑視・差別・家庭内暴力（DV）等の撲滅運動・啓発活動を展開する。 

 

柱 4 農業組織：家族農業組織とその知識を生み出す能力、加盟農民の代表性、農村と都市

で包括的なサービスを提供する能力を強化 

GAP の第 4の柱は主として農業組織に関連している。家族農家は単独の存在としては非力

であり、協働して市場に対応したり社会的な課題を処理してきたりした歴史的な経緯があ

る。協同組合セクターとしての位置は、国際的にも広く認められているが、とくに新自由主

義的な思潮が強くなる中で、協同組合自身も企業化したり解散を余儀なくされたりしてき

た。全体的に、協同組合セクターの弱体化を促す動きが今なお継続している。日本では、農

協改革の名の下に、トップダウン型の改変が推し進められて、協同組合としての意義が失わ

れつつある。巨大な力を持つアグリビジネスと同等に渡り合うために、家族農業組織として

の協同組合の強化が必要である。ただし、現在の農協が、「組合員離れ」に代表されるよう

な問題をいろいろと抱えていることも事実であり、その変革も行動計画上、重要な課題とな

る。また、農協では対応しきれない多様な問題が生じているので、これらの領域を担いうる

非営利組織や自発的な集団の養成や強化が必要になっている。 

 

4-1 協同組合セクター本来の役割を再検討し、国民経済における位置づけを明確化して、

社会全体で共有するための制度化を図る。 

例)個別の協同組合法を統括するための「協同組合法」を制定する。この協同組合法に

おいて農協を利益最優先の私企業とは異なるものとしてきちんと位置付け直す。 

4－2 組合員の参加によって地域を意識した農協の組織運営を強化する。 

  例)大規模な団体や生産者のみでなく幅広い関係者との対話のプラットフォームをつ

くる。農協の正組合員と准組合員を有機的に結び付ける運営によって農業・農村を地
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域で支える体制を整える。自治体と農協がひとつのチームとなって農業・農村振興に

取り組む。 

4-3 食農システムにおける協同組合の能力と地位の向上。 

例）食農システムにおける生産者の立場を強化するため農協・生産者組合の役割と権限

を強化する。ICT 等の活用により農産物の価値が正当に評価されるようにする。生産

者と消費者の距離を縮め価値観を共有するように、生産・流通・消費の関係を再構築

する。卸売市場法における公平・公正な価格形成機能等の公的役割を復活・強化する。

地域に根差した地方卸売市場への支援策を強化する。 

4-4 農協みずからの総括と反省による自律的な改革を進める。 

例)「押しつけ改革」でなく本当に組合員と地域の役に立つように改革を進める。補助事

業・融資事業・各種共済などの窓口を多様化して選択肢を増やす。 

4-5 農協による地域振興 

例)農協が関わる都市と農村の交流で関係人口を増やす。地域特産品の掘り起こしや地

域づくりの活動を支援する体制の強化、剰余金を利用した地域活動の支援を多様化・

強化する。 

 4-6 農村型の非営利組織や自発的集団の活動を支援し、「共的」セクターを強化する。 

  例)農村型 RMO（地域運営組織）の設立・運営の支援を強化し、それぞれの経験が相互

に共有できる仕組みをつくる。生活改善グループを起源とする女性組織を強化する。 

 

柱５ 回復力（レジリエンス）：家族農家、農村世帯、および農村コミュニティの社会経済

的統合、 回復力および福祉を改善 

日本の農村、とくに中山間地域では人口の社会減（流出)と自然減（死亡＞誕生）による

地域社会の脆弱化が進んでいる。人口減少によって買い物、医療、教育、郵便、金融、福祉

介護など生活に必要な機能が身近な圏域から失われつつある。せっかくの農産物が野生鳥

獣によって荒らされることもしばしばで、そのことが営農意欲の減退と耕作放棄地の増加

の大きな原因となっている。加えて、最近では気候変動による「極端現象」が常態化しつつ

あり、毎年のように農村の各地で洪水や地滑りの被害が発生している。中心市街地への移転

促進というコンパクト・シティー的な発想では、地域に住み続けたいという住民の心に応え

ることはできない。農村コミュニティの強靭化・柔軟化が強く求められている。 

 

5-1 人口配置・国土政策を転換する 

  例)地方へ移住できる環境を整備する。テレワーク等の働き方改革・二地域居住を支援

する。副業(兼業)を積極的に支援する。専業農家だけでなくレジリエンスが高い多就

業（兼業）を再評価する。住み続けられる地域に不可欠の生活基盤(学校、病院、買

い物、ガソリンスタンド、自治体窓口、郵便局、ATM 等)を維持できるように財政支

援する。地方交付税制度を抜本的に見直す。 
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5-2 農村環境の整備・向上、とくに鳥獣害対策の強化とともに、新しい視点からの対策を

模索する。 

例)災害対策・鳥獣被害対策の切実さを国民全体で共有できるように工夫する。抜本的

な鳥獣害対策を実施するための予算を増額する。 

5-3 新しい農業のあり方を発信する。 

例）大規模・工業的な農業だけでなく、労働集約的な細やかな農業を含め多様な農業モ

デルを共存させることによって消費者ニーズに応える。自然と調和した農業を営むこ

とで「グリーンインフラ」としての農業・農村という視角を社会に対して発信する。 

5-4 中山間地域等対策を強化する。 

例）中山間地域の特性を活用するために国内・地域循環型の畜産や放牧型の畜産を主流

にする。中山間地域で年間 10万円/10 アールの所得補償をおこなう。耕作放棄地を化

学物質・GM フリーゾーンとして生物多様性保全地域や化学物質過敏症の人たちの保

養地として活用する。 

5-5 流域社会としての一体的な把握をする。 

例) Iターンや田園回帰を流域社会における人的ネットワークの再編として位置づける。 

流域社会の視点からの地域政策を立案・実施する。 

 

柱６ 気候変動：気候変動に強い食料システムに向けて、家族農業のサステナビリティを

促進 

地球温暖化を引き起こす主因の二酸化炭素濃度の上昇は、農林漁業にとってポジティブ

な面とネガティブな面の両面を持つ。前者は高緯度・高標高地帯の農業生産の増大であり、

北海道が良質米の主産地になるとの予測も出ている。後者はとくに中緯度・低緯度地帯にお

いて農林水産物生産の不安定化・変動幅の拡大、品質の低下、動物の高温障害などを引き起

こすと言われている。日本の場合、トータルで見れば農林水産物の大幅な減産と品質低下に

なると見込まれている。品種改良などの適応対策では、対処しきれない段階に入っている。

他方、地球温暖化による気候変動はネガティブな効果しかもたらさないだろう。しかも、「極

端現象」の常態化による災害の頻発が、農林業生産どころか暮らしの基盤と生命さえも損な

う危険性を高めている。 

このように、農林漁業は気候変動による悪影響を大きく受けるが、同時に重要なことは近

代化・産業化された農林漁業が気候変動を加速していることである。したがって、「適応」

にも緊急避難的な配慮をしつつも、温暖化ガスを大幅に減らす「緩和」や温暖化ガスを吸収・

貯留する「ゼロカーボンの食農システム」にできる限り早く転換することが喫緊の課題とな

る。その際に、いまだ実現していない技術革新に過度に期待するのではなく、すでにある技

術や農法を組み合わせる姿勢が肝要である。 

 

6-1 サステナブルな農林漁業に転換する。 
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  例）山(林業)・農村(農業)・川・海(漁業)を有機的に連携させその循環構造を強固なも

のにする（山で炭焼きをして農地に投入して炭素を固定し、水系に流出する農薬・

化学肥料を減らして海の生態系を改善する方法など）。SDGs の観点からアグロエコ

ロジーを推進するための制度と予算を充実させる。土壌の健康(微生物相の活性化)

と温室効果ガスの固定のために有機質肥料の活用・不耕起栽培を普及する。家畜起

源および糞尿起源のメタンガスを減らすために施設型の大規模畜産を放牧や小頭数

の有畜複合経営に移行させる。伝統的な森林管理(自伐型林業等)を積極的に支援す

る。皆伐や植林を伴わない伐採を禁止する。漁獲資源を減少させる漁法の規制と伝

統的な漁法の再評価・支援とを一体で実施する。 

6-2 サステナブルな食料システムに転換する。 

例）フードマイレージを削減するために食料の輸入を減らし、国内生産の割合を上昇さ

せる。農林水産物の輸出促進政策を転換し、ショート・サプライ・チェーンの拡充

や地域圏フードシステムの構築に重点を移す。 

6-3 家族農業にふさわしい制度と土地利用を推進する。 

例）有機農業の定義を厳密化し、JAS 認証要件を見直す。認証費用や認証のための検査

費用の軽減と手続きや必要書類などを簡略化する。水田のフル利用という観点から

とくに稲・小麦・大豆のブロックローテーション（二年三作）を積極的に推進する。 

家畜飼料の自給率をあげるために多様な方策を考案・確立する。えさ米や多用途米

でも採算ベースにのる価格政策を採用する。山林や耕作放棄地の放牧利用を推進す

る。 

 

柱７ 多面的機能・多就業：地域の発展と生物多様性、環境、文化を保護する食料システム

に貢献する。 

 食料・農業・農村基本法の理念の柱である多面的機能の発揮は、同法の施策条項に盛り込

まれなかった。その代わりに、2013 年に日本型直接支払制度が整備され、2014 年に多面的

機能法が設けられた。しかし、その実質は旧来の農地・水支払い（機能向上支払など）を法

的に認定したにすぎず、もっと幅広い意味を持つ多面的機能を想定できていない。また同法

の多面的機能は洪水防止のダム機能や水源かん養、土砂崩壊などの災害防止に力点が置か

れてきた。農山漁村地域の文化的側面や生物多様性保全、雇用創出（自営農業を含む）の側

面をもっと前面に出すことが重要である。 

 

7-1 多面的機能関連の法制度を充実させ、家族農業にとって使い勝手のよい仕組みに変

えるとともに、農村地域の発展に結びつける。 

   例）日本型直接支払(中山間地等直接支払、多面的機能支払)を欧州並みに拡充し利用

しやすくする。環境保全型農業直接支払交付金の指定地域と指定行為を拡大する。

耕作放棄地を再生して農地化する行為も直接支払の対象とする。水田の多面的機能
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を維持するための直接補償制度を確立する。里山保全管理強化のための支払制度を

設ける。 

7-2 多面的機能発揮の担い手を強化する。 

例）副業(兼業)を積極的に支援する。専業農家だけでなく、レジリエンスが高い多就業

(兼業・半農半 X)を農林漁業と地域社会の担い手として明確に位置づける。小規模

で分散型の食料システムを作る。地産地消を推進する。学校給食等の公共調達で地

元調達率や有機食材率を高めに設定し義務化する。農林漁業の関係者による再生可

能エネルギーの生産と活用を促進し経営を安定化させる。医福農連携を推進する施

策を充実・強化する。 

7-3 未利用資源を有効活用する。 

例）地域には未利用資源(バイオマス・有機資源)が眠っているので、その活用方策を開

発する。家畜の糞尿処理を徹底し、河川や海洋への流入を防ぐ対策を実行する。 

7-4 地域文化と家族農業の結びつきを目に見えるようにして、次代につなぐ仕組みを構

築する。 

例）伝統食を伝えるために学校給食や調理実習を活用する。食育を通じて子どもたちが

SDGs と家族農業の結びつきを学べるようにする。都市農業(市民農園、学校農園)を

振興する、都市農村交流を強化する。 

 

柱８ 技術・農法、食品安全性 

国連「家族農業の 10年」の世界行動計画（GAP）は、技術や農法および食品安全性に関す

る柱を明記していない。しかし、日本のようなアジア・モンスーン地域の農林漁業にとって、

技術・農法の問題はきわめて重要な位置にある。また、食品の安全性に対する消費者の関心

は、歴史的な経緯から非常に高い。こうした事情に鑑みて、第 8の柱として技術・農法およ

び食品の安全性の柱を別に立てることとした。 

 

8-1 技術に対する見方を工業的なものから生物学的・生態学的なものに転換する。 

例）農業生産における人間の関与は限定的で、大半は自然の営みによって生産されると

いう基本的視点を技術政策の基本に据える。資材代替型技術を用いる有機農業から自

然共生型技術を用いる有機農業へ転換する。植物共生菌による省資源型栽培や作物圏

共生微生物による病虫害防除などの次世代型技術を研究機関が積極的に取り入れる。

農民的技術を尊重するとともに、家族農業の視点からの関与ができるようにする。天

敵を誘導するバンカープランツなどの農民が開発してきた技術を広げる。不耕起栽培

を推進し、田畑の除草は徹底しなくてもよいことを周知する。環境保全的な耕作地・

休閑地管理の方法を開発する。土壌劣化を防ぐために不耕起・省耕起や有機物による

土壌被覆・輪作などの土壌保全効果を持つ農業を導入する。土壌が生態系として永続

するような利用を促進する。 
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8-2 生物情報工学ベースの農学技術は、技術開発の中止も視野に入れてアグロエコロジ

ーの視点から慎重に見極める。 

例）家族農林漁業者に役立つ技術の開発の促進と導入を支援する。農業機械・施設に対

する補助金(開発促進を含む)の対象を、SDGs を基準に選別・集中を行う。全ての農家

にデジタル化を求めない。ゲノム編集技術等で作られた作物や家畜・魚介類の生産・

流通・販売は禁止する。GMO(ゲノム編集含む)・化学物質フリーゾーンを設定・拡大す

る。 

8-3 施設型大規模畜産を見直す。 

例）輸入飼料(GMO 含む)に依存する大規模畜産から脱却し、草資源・野菜くず・残飯な

どを利用する本来の畜産に立ち返る。農業生産基盤強化プログラムの肉用牛・酪農生

産拡大プロジェクトは中止する。アニマル・ウェルフェア(動物福祉)を尊重する。 

8-4 人体への健康と生態系の攪乱をもたらす農薬を前提とする技術政策から脱却する。 

  例）農薬残留基準を総点検し、規制を強化する。ネオニコチノイドなどの浸透移行性農

薬とグリホサート等の規制を欧米並みの水準にする。 

 

おわりに 

以上で述べてきた 8 つの柱は、以下の 5 つの大目標と何らかの形で大なり小なりかかわ

っている。 

① 家族農林漁業を中心に、農林漁業と農山漁村の担い手を維持し、将来に向けてつないで

いく仕組みをつくる。 

② 誰もが生き生き暮らせる農山漁村にする。 

③ 経済的・環境的・社会的なサステナビリティを確保する。 

④ 家族農林農業に合う農法・技術を参加型の考えに基づき、農林漁家と一緒に作っていく

(協創)。 

⑤ 上記の４つを総合的・統合的に政策として推進する。全体を統括する仕組みを整備する。 

国連「家族農業の10年」は、すでに開始から5年目を迎えようとしている。世界でも家

族農林漁業がサステナブルな社会の実現には不可欠であるとの認識が広く支持されるに至

っており、政策的な支援も充実しつつある。「国連家族農業の10年世界行動計画」に基づ

く「国内行動計画」の策定も着実に広がっている。「世界行動計画」では、国連「家族農

業の10年」事務局に登録されたNCFF（全国家族農業会議）と政府が協力して、「国内行動

計画」を策定することを想定している。 

農林水産省におかれては、この趣旨を尊重して、日本のNCFFである家族農林漁業プラッ

トフォーム・ジャパン(FFPJ)との協議を始めるように要請します。本行動計画案は、その

ための素材として作成しました。ご検討いただきたくお願い申し上げます。  

 


