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本日の提供話題
１．行動計画についての復習

どういうものか、どんな意義を持つのか、なぜ必要か
２．国内行動計画の策定状況と内容の特徴

策定状況、インドネシアとフィリッピンの国内行動計画
３．日本の国内行動計画策定に向けて：構成原案

経過、大目標、具体的行動・政策
指標と数値目標、目標年と点検



行動計画についての復習



世界行動計画(GAP)の理念

☆国連家族農業の10年（UNDFF)2019-2028

家族農業者が主体(客体ではない)、多様な主体の協働
ボトムアップ、参加型、包括的なアプローチ
データ収集
予算措置(＝実効力)のある政策(中央、地方政府)

→具体的な目標、行動、成果
実施主体としてはNCFF（UNDFFの事務局に登録された各国の

家族農業支援組織）に期待を寄せる



GAPの全体像

第1の柱：
家族農業
の強化に
結びつく
政策環境
の発展

第４の柱：家族農業組織と能力の強化：知識の増強、農民の
関心を代表、総合的サービス

第７の柱：家族農業の多面性を強化し、生物多様性、環境、
文化を守る領域の発展とフードシステムに役立つ社会的革新
の促進

第５の柱：家族農業、農村世帯、コミュニティーの社会経済
的包摂、強靭性、ウェルビーイングの向上
第６の柱：気候変動に耐えうるフードシステムのために家族
農業の永続性を促進

第３の柱：ジェンダー平等と農村女性のリーダーシップ

第２の柱：若者の支援と家族農業の世代継承の確保

FAO & IFAD, 2019



第1の柱と第2の柱
第1の柱：家族農業の強化に向けた政策環境
• 家族農業の多面的側面にわたって、政策決定、モニタリング、評価に適するタイ

ムリーで信頼できるデータ提供
• 家族農業の多彩で多層的な貢献を支援するための政治的・財政的関与と公共認識

の強化
• 包括的で、家族農業に焦点をあてた政策設計と実施に向けた総合的かつ効果的な

ガバナンス

第2の柱：家族農業の世代的継続性のための若者支援
• 家族農業、農村経済、意思決定における若者の積極的な関与・巻き込み
• 土地とその他の自然資源、生産手段、教育、情報、インフラ、金融サービス(融

資)、市場にアクセス可能に
• 農林漁業における世代間継承の向上
• 伝統的、地域的な知恵を新しい解決に結びつける革新的な実践能力



第3の柱と第4の柱
第3の柱：ジェンダー平等と農村女性のリーダーシップ
• 家族農業と農村経済、意思決定における農村女性の積極的な関与と巻き込み
• 農村女性による自然資源、(再)生産手段、情報、インフラ、金融サービス、市場へ

のアクセスの向上
• 技術、アドボカシー、リーダーシップに関する農村女性と組織の能力向上
• ジェンダー平等に向けた政治的、社会的、経済的、文化的変化を達成した成功体験

の共有

第4の柱：家族農業の農民組織強化
• メンバーとコミュニティにより良いサービスを提供するための農民組織のガバナン
スと能力の強化

• 永続可能な生計と景観のための農業的・非農業的サービス
• 強力で透明かつ総合的な組織による集団的行動



第5の柱と第6の柱
第５の柱：家族経営、農村世帯、コミュニティの社会経済的包摂、強靭さ、ウェ
ルビーイングの向上
• 社会保護、サービスと公共財へのアクセスによる生活水準向上と脆弱性の削減
• 自然資源と生産手段へのアクセスと管理の向上
• 永続可能で多様な生産実践、革新、栄養豊かな食事を通じた強靭性と経済活力

の強化
• 参加、報酬、所得獲得機会の向上を保証する市場アクセスの改善

第６の柱：気候変動に強いフードシステムに向けた家族農業の永続性
• 自然資源の永続的で責任ある管理と利用の中心に家族経営を据える
• 現在と将来の世代のニーズを確保し、気候変動を緩和する方向に農業実践を変
革する

• 食料供給チェーンを短縮し、多様で栄養豊かな食を提供する包括的市場環境
• 包括的で公正なバリューチェーン



第7の柱
第７の柱：家族農業の多面性を強化し、生物多様性、環境、文化を守る領域開発
とフードシステムに役立つ社会的革新
• 生産システムと家族経営による強化された生物多様性と生態系サービスの管理

との相互作用の向上
• 家族農業の多様な機能の強化：社会的革新の促進、雇用機会の多様化、農村と

都市の相互交流の向上、より広い社会への便益提供
• 家族農業がそれぞれの場所で提供する資源（財とサービス）の多面的機能を強
化できるような経済的機会と市場の形成



世界行動計画から国内行動計画へ

世界行動計画後の次のステップ：国内行動計画（NAP)の作成

NAP：政策、事業、規制、手法、実施主体（政府と民間）、具体的義務
工程表： 数値目標・目標年と計測指標、達成時期、点検方法と点検主体・時期

年度別予算
点検レポートの作成：NCFFが関与できる余地



世界行動計画の例
第1の柱

1-1 信頼できるデータ、家族農業の多面的な成果の評価
1-1-A データ収集と家族農業の成果の包括的評価

1-1-1 既存の情報の整理・統合と包括的評価のためのデータ
収集

1-1-2 農業センサスの実施方法の評価と向上
1-1-3 知識協創的で政策指向的な参加型調査の支援

1-2 家族農業支援のための政策的・財政的関与の強化
1-2-A 家族農業に関する多彩な主体の意識啓発と理解の向上
1-2-1 意識啓発とキャンペーン手法の開発
1-2-2 農村と都市双方における家族農業の貢献についての認識の向上

FAO & IFAD, 2019



国内行動計画とは
• 2019年5月に採択された「国連家族農業の10年」（UNDFF)の世界行動計

画の枠組みに沿った国別の行動計画
国家レベルでUNDFFを実行するための枠組み
7つの柱を、各国の事情に合うように変える

• 最終的には政府が責任：政府や国会議員、国際機関との対話が重要
家族農業組織・関係者の意見を伝える手段

国内行動計画を策定するのは政府＋NCFFが基本
小農・家族農業の見解を反映させることが重要

盛り込むべき理念、具体的政策、優先順位、事業と予算
点検とレポートへの積極的関与



なぜ国別行動計画が必要なのか

国別行動計画：具体的なメカニズム
・サステナブルな食料生産、農村発展、貧困克服、生物多様性の保全、文

化の維持、あらゆる意味でのサステナブルな食の確保（食料保障）
コロナ禍＋ウクライナ⇒この重要性が大きくなっている 再認識

★家族農家の代表と政府の間の意見交換の機会を提供
家族農家の代表組織、NCFF、政策的対話のためのプラットフォーム

→政府およびほかの関係者との合意
家族農業の発展に向けた望ましい政策、事業、規制のあり方

★省庁やほかの関係者の間の壁を超えた包括的な政策決定とその仕組みの向上
政府、議会、国際組織、家族農家の組織、NCFF、研究者、農業試験場
市民社会組織（NGO/NPO)



国内行動計画の策定主体と意義
国内行動計画を策定するのはNCFF＋政府が原則として想定・推奨

政府の関与と承認が必要：特に日本では最大の難関
日本のNCFFはFFPJ 政府(農水省)の見解は？

FAO/IFADの各国事務所からFAO/IFAD共同事務局に提出

国内行動計画の意義
政府が勝手に作ることを防ぐ＝家族農業の見解を反映させることが重要
政府との交渉手段・根拠

点検レポートの作成と報告：NCFFが関与できる余地
FFPJが作った国内行動計画を評価の基準に活用

FFPJや関連団体の行動指針になる



国内行動計画の点検の仕組み
SDGsのモニタリングに沿う(仕組み、時期)
2030アジェンダの自発的国家レビュー（VNR）と連携

日本では内閣府のSDGs推進本部
VNRは2030アジェンダフォローアップのためのメカニズム

HLPF: High Level Policy Forumの場で報告

モニタリングのためのワーキンググループを設置：
各国政府、農業組織、市民社会組織、研究者・研究機関等
モニタリング・ツールを開発する予定

その後の進展状況は未確認



国別行動計画とSDGs
★国内行動計画の点検はアジェンダ2030の進捗レポートの一部をなす
日本政府が提出した最初の本格的な自発的国家レビュー(2021年）

家族農業という用語は使われていない 農業家族経営もない
農業：SDGsの第2目標（飢餓の撲滅と「持続可能」な農業）関連

みどりの食料システム戦略(2021年5月)の強調
国連食料システムサミット、東京栄養サミットでも

指標 ・食料不安の蔓延度（FAO開発）日本は中程度が3%前後
・保存されている遺伝子資源の数 植物で24万弱、動物で2000
・政府支出における農業志向指数（農業予算比率/GDP比）

2015年まで2を超えていたが、2015年以降2を下回る
⇒農業への志向性の低下傾向

第2目標の課題：地域の「持続可能性」減退の中で自伐型林業に言及
(持続可能な開発目標（SDGS)推進本部、2021)



世界における国内行動計画の
策定状況と内容の特徴



地域、サブ地域の行動計画
FAO/IFADは地域事務所を通じて、サブ地域の行動計画策定を進めている
☆ドラフト作成済み

中央アフリカ：Economic Community of Central African States (ECCAS)
近東・北アフリカ：Near East and North Africa (NENA)
南アジア：South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)
中央アメリカ：Central America Integration System (SICA)
南アメリカ：Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

☆準備中
東南アジア：Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
西アフリカ：Economic Community of West African States (ECOWAS)

☆対応できていない地域
東アジア、東アフリカ、オセアニア、EU、東欧、北米

先進国の多い地域は後回し？ 優先順位が低そう



承認済み
ドミニカ(2019.8)
ガンビア(2019.10)
インドネシ(2019.11)
ペルー(2019.11)

作成中
コスタリカ
ニカラグア
シエラレオネ
チャド
フィリピン
ネパール

https://www.familyfarmingcampaign.org/en/
planes-nacionales/

目標：202４年までに100か国、5地域、7つのサブ地域
進みが遅いので、農民・市民社会組織（WCC)が2020年
6月30日に策定を加速するようにという共同宣言を発出

国内行動計画の策定状況 2019年12月末



国内行動計画の策定状況 2022年3月末

若干の進歩が認められる
2022年2月時点で45のNCFFが組織されている
世界51カ国がUNDFFの枠組に関与

https://www.familyfarmingcampaign.org/en/
planes-nacionales/

緑色：承認済み
10か国

橙色：策定中
14か国

水色：進展中
27か国



承認済み
2019年時点：４か国（すべて公開）

Gambia、Indonesia、Peru、Dominican Republic
→2022年3月 6か国追加で10カ国へ（すべて未公開）

Brazil、 Costa Rica、 Nepal、 Panama、Philippines、Sierra Leone
フィリッピンについてはWRF/AFAから回覧用を入手

アジア3か国、アフリカ2か国、中米３カ国、南米2カ国

☆家族農業関連法制化の動き
エルサルバドル：家族農業法
ペルー：農村・先住民女性のエンパワーメント推進法 国内行動計画の実質化

(Family Farming Campaign, 2021)



策定中14カ国
Albania Bangladesh Bolivia
Côte d‘Ivoire       Democratic Republic of Congo Gabon
Kenya Kyrgyzstan Madagascar
Portugal Republic of Congo  Spain
Togo                          Tunisia

アフリカが多い 8か国(チュニジアを含む)
アジア：2か国、南米1カ国、東欧1カ国、西欧2カ国



進展が認められる国
•Burkina Faso 
•Burundi 
•Cameroun 
•Cambodia 
•Central AfricanRep.
•Chad 
•Colombia 
•Czech Republic
•Ecuador 

•El Salvador 
•Fiji 
•Ghana 
•Guinea 
•Guinea-Bissau 
•Honduras 
•India 
•Japan 
•Laos 

アジア：4か国、アフリカ 14か国
中米：4か国、南米2カ国
東欧：2カ国、オセアニア1か国

•Mali 
•Mexico 
•Moldova 
•Niger 
•Nigeria 
•Paraguay 
•Senegal 
•Tanzania
•Uganda

グローバル・ノースではス
ペイン、ポルトガル、日本
（旧東欧圏を除く）
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7つの柱をインドネシアの状況に適合するよ
うに読み替え

インドネシア語で作成(野川さんの仮訳）
構成：1．序説 2．家族農業の枠組・構成
3．家族農業の7つの柱 4．実施の諸段階
5．家族農業発展の目標 6．実施調整機関
州別の食料確保・不安定の状況を示す地図

☆対象となる家族農業は幅が広い
・土地の所有か借地かは問わない
・農業、漁業、養殖業、林業、畜産業
・稲作、palawija(稲作後の野菜間作)、プラ
ンテーション、植物栽培・造林、家畜・家禽
飼育、魚の養殖、魚の漁獲・製塩のいずれか
を営む



インドネシアの国内行動計画の特徴
地方政府の政策策定のためのレファレンスという位置づけ

• 若者の関与とジェンダー平等
• 教育と訓練
• 気候変動への適応と緩和
• 資本と農業保険へのアクセス
• 永続可能な農業と生物多様性・食文化
• 食料の確保・脆弱性の評価地図

United Nations, 2021



フィリッピンの国内行動計画の構成
1．背景 フィリッピンの家族農業の特徴と諸課題 本文50頁中20頁を充当
2．行動計画

作成プロセス、行動計画の理論的根拠（｢変化の理論｣)
3つのコンポーネント：①SDG１とSDG2を重視する架橋的な目標
②3つの戦略的行動計画
（政策環境、農民の組織化、多様な関係者のパートナーシップ）
③7つの重点領域/カギとなる領域 指標に基づく目標の明確化

家族農業の定義と概念枠組み・理論枠組
計画の柱、実行とアレンジ、点検評価、財政計画

3．時間の枠組 短期、中期、長期の目的別
4．附属資料



フィリッピンの行動計画の示唆
☆現状の問題分析に力点 ⇒理論的接近⇒体系的な策定方法

主要な課題：脆弱な家族農家の包括的発展の阻害

・家族農業に焦点をあてた政策がない
・政策の一貫性の欠如、縄張り主義 ・お役所仕事
・正確なデータと調査の不足
・社会的排除とジェンダー問題 ・高齢化

ギャップ
と課題

弱いガバナンス
(政策と事業）

弱い市民力(農
民組織の弱さ)

弱いパートナーシップ



フィリッピンの行動計画の示唆 (続)
☆家族農業：FAOの定義をベース

家族と農業は経済・環境・社会・文化の各機能と結びつき、共進化する
生産と生活を分離できない （農業と農村は一体）
家族農業：農的な営みに関わる主体として広くとらえる

☆「世界行動計画」7つの柱と新しい農業のための8つのパラダイムとリンク
8つのパラダイム：①近代化、②産業化、③輸出振興、④農地集積、⑤インフ
ラ開発、⑥道路網開発、⑦より多額の予算投入と高投資、⑧法制度的支援
例：第1の柱はパラダイムの６と７と８に、第2の柱は１と２、第3の柱はすべ
てに、第4の柱は１と２と３と４・・・

☆計測指標の例
永続可能な農法の採用率、需要対応型経営の増加率、2028年までに農家所

得50%増または年率5%増の農家増加率、農業従事者の平均年齢(58歳⇒55歳）



４か国の国内行動計画の外見的特徴
• 英語だけとは限らない：母国語での提出が可能
• 構成はかなり自由
• 「世界行動計画」 ７つの柱を各国の状況に応じて組み替える
• 前段の情勢分析や背景にかなりのページを割いている

★形式にあまりこだわらなくてもよさそう



日本の国内行動計画策定に向けて
~アンケート結果を踏まえて~



おおまかな構成案
序 国内行動計画策定の目的と意義
Ⅰ 現状と政策分析

1．日本の農林漁業と家族農林漁業 (2)家族農林漁業の抱える課題
2．日本の農林漁業政策の評価

Ⅱ 行動計画の総論
１．行動計画策定に至る経緯
２．計画策定の基本的な考え方
３．大目標
①農業と農村の担い手を維持し、つないでいく仕組み
② 誰もが生き生き暮らせる農山漁村
③経済的・環境的・社会的サステナビリティを確保
④家族農業に合う農法・技術の協創
⑤総合的・統合的な家族農業を強化する政策



おおまかな構成案 (続)
Ⅲ 各論 アンケート調査から 7つの柱に対応
１．家族農林漁業を強化する政策
２．若者の支援
３．ジェンダー平等と農村女性のリーダーシップ

４．農業組織：家族農業の組織とそれに関する創造力

５．農村の回復力や柔軟性

６．気候変動に強い食料システム

７．多面的機能・多就業

８．技術・農法、食品安全性

Ⅳ 実施に向けた工程表：指標、（数値）目標、達成時期



Ⅰ 現状と政策分析
概略に留める 論点だけ表示 通常言われている現状
1．日本の農林漁業と家族農林漁業
(1)センサスに見る農林漁業の現状：家族農林漁業の視角から
大規模化の進展かそれとも陰りが生じ始めたか
個人経営体の大幅減少

(2)家族農林漁業の抱える課題
「担い手」(農林漁業と地域社会) 本当に「担い手」はいないのか
価格問題(米価急落)
生活基盤 学校 病院 交通手段 買い物 資源荒廃
「鳥獣被害」 自然災害の頻発



2．日本の農林漁業政策の評価
(1)農林漁業政策の基本方針：「攻めの農林漁業」

デジタル化 スマート化
輸出志向 GFPプロジェクト(農林水産・加工品輸出プロジェクト)

(2)旧来型農業政策と新しい政策の芽
食料・農業・農村基本計画
競争力強化支援法 スマート農業 人・農地プランの実質化
みどりの食料システム戦略
中山間地域支払い 日本型直接支払い
新しい(多様な)担い手 半農半Xを「担い手」に！？

(3)林業政策 森林・林業基本計画
(4)漁業政策 水産基本計画



Ⅱ 行動計画の総論

1．行動計画策定に至る経緯
世界の動き、策定に向けたフリー・ディスカッション、アンケート

２．計画策定の基本的な考え方
(1)枠組
大目標：7つの柱＋日本の状況に合わせた ⇒問題分析を踏まえてどう設定
するか
中目標：大目標のブレイクダウン
小目標：具体的な実行計画

PDCAサイクルを意識
継続的な改善
少しずつでも前進、小さな成功を積み重ねる



大目標の提案
① 農業と農村の担い手を維持し、つないでいく仕組み

多様な農の従事形態：若者、女性、半農半X、中核兼業農家、
兼業農家、複業としての「兼農」 農家基準の見直し 農地下限面積
経営継承 第三者継承

②誰もが生き生き暮らせる農山漁村
災害・鳥獣害に強く住みやすい村にするための方策 レジリエンス
農村の組織や協同組合のあり方 運営の改革
若者・女性・障がい者も気兼ねなく運営に参加できる
みんなが居場所をもつ

③経済的・環境的・社会的なサステナビリティを確保
サステナブルな農業・農村
気候変動への対応 適応と緩和（削減）
多面的機能
環境的多様性だけでなく、社会的多様性や経済的多様性の強化



大目標の提案 (続)
④家族農業に合う農法・技術の協創

多様な家族農業に合った農法
スマート農業・バイテクの過剰依存 身の丈のスマート技術
技術開発の手法と利用
データの所属 情報主権の確立

⑤総合的・統合的な家族農業を強化する政策
①から④を貫く、あるいはカバーする政策
アグロエコロジーを政策理念の基盤に
縄張り主義を乗り越える
福祉、教育、地域、環境、生活環境への水平展開
農業行政の枠組の拡大と相互浸透



大目標・中目標・小目標の例：相互関係

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
強
化

温暖化ガスの削減

社会的多様性

生物多様性増進

投入財の見直し
低投入農林漁業

自伐林業・家族漁業
有畜複合経営・農林漁複合

有機農業・自然農法
地産地消
生き物指標

大目標 中目標 小目標

担い手の捉え方の変更
農林漁業参入と事業継承

農山漁村移住
女性と若者のコミュニティ参画

仲間づくり
子どもの生き物調査

経済的多様性



目指したい希望の農業・農村像
★有機農産物が生活の中に自然に組み込まれ、次々と新しい世代
に伝わっていくライフサイクルが当たり前の家族
★全ての分野に、SDGsの考え方が貫かれている社会、あらゆる
ものの判断基準をサステナビリティに
★コロナウイルス・パンデミックの教訓を活かす：農業の本来あ
るべき役割、重要性が明らかになった
★世代継承：10～20代の「憧れの仕事」として農林水産業が認
識される。



これからの農業政策・林業政策の方向
0 50 100 150

大規模化・企業化に…
家族経営の所得安定
安全・安心な食料の…

環境を守る農業の推進
景観の維持

農村の生活基盤への…
若者の就農推進
男女の機会均等

子どもたちへの農業…
自然エネルギーの生産

その他
0 100 200

大規模化
家族経営の所得安定化
良好な森林維持再生産

環境を守る林業
景観の維持

防災効果の高い森林…
その他

農業政策 漁業政策

人

人



若者：若者を支援し家族農業の世代間の
持続可能性を確保

・農業を楽しんでいる親の姿を示す
・農業で豊かに暮らせるという見通しを確立し、農家の子どもが職業
として農業を継ぐ気になるようにする
・10～20代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
・農業インターンシップ制度やWWOOFなどを利用しやすい仕組みに
・若者の移住促進：農村内での役割を減らし、社会的な変革を行う
・給付型奨学金付きで個人の負担なく学べるアグロエコロジー学校(ま
たは農家研修制度)を整備



若者の支援
0 50 100 150

新規就農者支援体制…
農村地域への定住促進

経営継承のための支…
新規就農希望者に対…
新規就農研修の受け…

半農半Xの政策的支援
若者のリーダーシッ…

農業経営の第3者継承…
青年農業者への直接…

その他

0 20 40 60 80 100

大いに進めるべき

どちらかというと賛成

どちらともいえない

どちらかというと反対

全く必要ない

その他

若者がリーダーシップを発揮できるよ
うに、農村の社会環境を改めるべき柱２を実現するための取り組み

人
人



女性：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
★ジェンダー平等が実現していない日本で、家族農業だからこそ、
ジェンダー平等が必要で実現できることを示し、日本社会にとっ
ての先導的モデルとなる。
・日々の現実がジェンダー平等の実現を阻害している
・ 「家」に関して非常に保守的で、男性優位の農村を、家族農
業の立場から変えていく。

・ジェンダー教育の普及：就学前、教育課程、社会人問わず実施
・交付金受給の際のジェンダー不平等をなくす
・「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、啓発活動の展開



ジェンダー平等に向けた取り組み
0 20 40 60 80 100 120

農業政策にジェンダー視点を盛り込む
経営の意思決定への参画

農業関連組織の女性役員を増やす
ライフステージに応じた農業経営計画…

家族経営協定の推進
性差による役割分担(家事・育児・介護…

農地や固定資本の共有名義を促す
女性の能力強化プログラムの実施

女性差別撤廃条約に対応する国内施策…
その他

人



国内行動計画に盛り込むべき論点
★次世代への継承 若者世代

「親の背中」を見て育つ
農業イメージの向上も大切
初等・中等・高等教育での農業、農業体験、食農教育

★ジェンダー平等の実現
次世代確保とも実は連動しているという認識が重要



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
★JAの改革、押しつけ改革でなく、本当に役に立つ改革を
・JAを窓口とする補助事業、融資事業、各種保険などの仕組みを変え、窓
口を多様にする

・政策の意思決定の場への参加：大規模な団体や生産者のみでなく幅広い
声を政策に反映させるため、幅広い関係者との対話のプラットフォームを
つくる

都市と農村の交流 関係人口を増やす



農村の組織
0 100 200

農漁協・生産者組合の役割…

協同組合原則の再確認

農と食の関係を近づける取…

都市・農村交流の強化

地方卸売市場を含む卸売制…

自治体やJAとの連携の強化

流域単位の市町村連携

直売や加工の推進

組織運営についての研修

地域づくり活動の支援

その他

人
0 50 100 150

組合員本位の運営
金融・信用機能

生産資材の安価供給
有利販売の実現
技術・経営指導
生 生 生 生 生 生

文化活動
地域農業の調整役
生 生 生 生 生 生 生 生

先進情報の提供
その他

人

柱④を実現するための取り組み 協同組合に期待する役割



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

★レジリエンスという表現を見直す
・災害対策、・鳥獣被害対策はとても切実な課題

・東京一極集中を改め、地方へ移住できる環境を整備する：農村
の生活環境の整備、テレワーク等の働き方改革、二地域居住支援
・副業(兼業)を積極的に支援：専業農家だけでなく、レジリエン
スが高い多就業を再評価する
・住み続けられる地域にするため、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



回復力のある農山漁村地域

0 20 40 60 80 100 120

多様な農業モデルの構築
幅広い家族農家を支援

価格保証の仕組み
所得補償の仕組み

価格低下時の不足払い制度
公的な米の需給調整

地域循環型の畜産を主流化
小規模な6次産業への支援

担い手の定住政策
農業者年金の拡充

その他

0 50 100 150 200

ダムなどハードな施設…
荒れた山林の回復と保…
中核地域への集落移転
国土強靭化地域計画の…

災害可能性の評価
避難計画の策定と周知

自主防災の強化
分散型社会への転換

避難所の確保と質の向上
過去の災害についての…

その他

農村における災害対策柱⑤を実現するための取り組み

人 人



気候変動：気候変動に強い食料システム
のために家族農業の持続可能性を促進
・伝統的な漁法(持続可能な漁法)の再評価と支援：漁獲資源を減
少させる漁法の規制と一体で実施する。
・伝統的な森林管理(自伐型林業等)の再評価と支援：皆伐や植林
をともなわない伐採を禁止する。
・山(林業)、農村(農業)、川・海(漁業)の有機的連携：例えば、
山で炭焼きをして農地に炭素固定し、水系に流出する農薬・化学
肥料を減らす等



気候変動対応

人
人

0 20 40 60 80 100

環境保全型農業直接支…
フードマイレージを削減

耕畜連携の促進
温室効果ガスを固定す…

不耕起栽培の普及
大規模畜産からのメタ…
世界農業遺産の認知度…
有機農業直接支払制度…

アグロエコロジーの推進
水田利用の高度化

その他

0 50 100 150

国産有機農産物のラ…
有機質肥料の供給体…
有機農業推進用の予…
有機学校給食の公共…
有機農業の定義の厳…

JAS有機の認証要件の…
JAS有機認証の検査費…
JAS有機認証の簡素化

参加型認証（PGS）…
大学農学部に有機農…

その他

有機農業推進のために必要な方策柱⑥を実現するための取り組み



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
★補助金漬けによる農業の脆弱化、補助事業などの手続き、申請
に伴う情報格差や技能格差に注意、むやみに補助事業を作ればい
いというものではない。上からの暴力、支援という名の押し付けにな
らないように。

・副業(兼業)を積極的に支援：専業農家だけでなく、レジリエンスが
高い多就業を再評価する。
・小規模で分散型の食料システムを作る：地産地消の推進、学校
給食等の公共調達で地元調達率や有機農産物率を義務化する



多面的機能・多就業
0 20 40 60 80 100 120

日本型直接支払をEU並…
農山漁村での自然エネル…
里山保全のための直接支…

食農教育の活発化
都市農業の振興

市民農園・学校農園の充実
医福農連携の推進

伝統食の継承
大規模畜産からの転換

環境直接支払の指定地域…
その他

0 50 100 150

大賛成

どちらかというと賛成

どちらともいえない

どちらかというと反対

全く反対

人

人

柱⑦を実現するための取り組み

農村の文化を守るために、都市住民
や地元の非農家の協力を得ること



国内行動計画に盛り込むべき論点
★JA、農協の改革

農協は問題が多いにしても、無視できない存在
協力するための可能性、働きかけの糸口は？

★レジリエンス、気候変動、多面的機能
レジリエンスと気候変動は関連する身近な課題：

災害防止・対応、温暖化による被害の軽減
温暖化加速要因の除去、農業用プラスチック

多面的機能についての評価



追加：技術・農法、食品安全性
• ネオニコチノイド、グリホサート等の規制強化・禁止：欧米等

の他国の規制に日本は逆行しているため、早急に方向転換をは
かる

0 50 100 150

全く奨めない

どちらかというと奨め…

どちらともいえない

どちらかというと奨める

強く奨める

農民が開発してきた技術を広げ、活用することの是非

人

農民的技術の尊重
技術開発のあり方を見直す
田畑の除草は徹底しなくてもよい

不耕起栽培
デジタル化の推進は意見が割れている
遺伝子編集等は避ける
アニマル・ウェルフェアの尊重
農薬残留基準の総点検
GMO・化学物質フリーゾーンを設定



国内行動計画に盛り込むべき論点
★有機農業の推進

アグロエコロジーはまだ一般化していない
有機農産物の市場占有率１％の壁を乗り越えるための方法

学校給食や病院給食などの公共調達を活用する
生産者への支援：環境直接支払いの充実
多様な流通方法



政策：家族農業の強化を可能にする政策
的環境の構築

・食料・農業・農村基本法の改定または新法への移行による既存の政
策体系を見直す
・貿易自由化政策の抜本的な見直し
・暮らし型農業にも産業型農業と同等の支援策を。土地や地域環境の
保全、景観や生物環境の維持保全に貢献していることの評価
・都会からの援農や地域での共同作業を促すための環境整備

例：各地域のSDGｓとの連携や活用、空き家や集会所を利用したお
試し移住、農業・農村体験の実施農家や団体に対するサポート

・離農する農家の外部承継がスムーズに進むシステムを作る。



農業と漁業の役割
0 50 100 150 200

食料の生産
非食料農産物の生産

生き物の保全
景観の保全

災害の防止・緩和
地下水の涵養

二酸化炭素の固定
就業機会・雇用機会…

地域社会の基盤
農村文化・食文化の…

その他

0 50 100 150 200

食料の生産

非食料水産物の生産

生き物の保全

景観の保全

リクレーションの場

災害の防止・緩和

自然エネルギーの生産

その他

人
人

農業に期待される役割 漁業に期待される役割



食料・農業・農村基本計画から見る課題
UNDFFの明記、基本計画に位置づけていない
家族農業を食料生産の担い手および環境保全と形成・景観形成・生物多様性

保全の担い手として明記
食料主権の強化（種子政策もこの文脈で）
アグロエコロジーの推進
農業統計の「再生」
農業投資のあり方と農業関連ODAの見直し
永続可能な農的営みへの転換を補助・誘導する政策
中山間地域への定住・移住促進政策



その他の論点
・政府に働きかけ、「国連家族農業の10年行動計画」の策定を実現する
・地方自治体レベルでローカルな「行動計画」を策定し、家族農業強化の機
運を高める
・農業政策の決定方式（審議会型）の見直しと国民的議論・合意の担保
・農水省の独自性を発揮できるように「二重農政」を廃止
・国内行動計画実施のための働きかけと対話：

都道府県あるいは市町村の行動計画も
→ローカル、ナショナル、グローバルの3層構造を

☆策定後のモニタリング
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皆さんの声が行動計画の基本！
活発な議論を期待します
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