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資料：家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン(https://www.ffpj.org/)より転載



1.家族
家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン

(2019年6月設立)
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https://www.ffpj.org/
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家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン ウェブサイト



家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン

趣旨
国連「家族農業の10年」の国際運営委員会と連携して、日本における家族農

林漁業を中心とした食料・農業・農村関連政策の実現を通じて、持続可能な社
会の実現に寄与

活動内容
シンポジウム・学習会等の開催、情報共有・発信、政府と政策対話、国連「家

族農業の10年」の国内行動計画策定、達成度モニタリング、国連への報告等

全国組織と地方組織
都道府県の家族農林漁業プラットフォーム：和歌山、古座川、福島浜通り
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家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン

イベント開催
フォーラム, 講演,ワークショップ, 記者会見, 学術報告等
開催地域：東京,地方,海外,オンライン

出版事業
書籍 ：国連「家族農業の10年」関連
雑誌連載：電子版農業誌『Agrio』(時事通信社)

情報発信
ウェブサイト: https://www.ffpj.org/
SNS: Facebook, Twitter, YouTube
メールマガジン
リーフレット
TV,ラジオ,新聞・雑誌の取材対応等
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HPからダウン
ロードできます！



学校図書館出版賞受賞(2022年6月)
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家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン

政策対話
日本政府(農水省):「家族農業の10年」窓口担当者, 農林水産事務次官等

その他の団体:FAO駐日連絡事務所,全中, 全国農業会議所,全漁連,全森連等

農林水産省への政策提言
食料・農業・農村基本計画の見直し(2020年3月閣議決定)
みどりの食料システム戦略(2021年5月策定)、同法制化(2022年6月公布)
森林・林業基本計画の見直し(2021年6月閣議決定)
新規就農支援事業(2021年12月)

国連「家族農業の10年」の日本版行動計画の策定へ
日本政府に策定を呼びかけ
家族農林漁業者(当事者)を中心にアンケートを実施
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重要事項 柱

1 政策 家族農業の強化を実現できる政策環境を構築する

2 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する(横断的柱)

3 女性 家族農業における男女平等と農村の女性のリーダーシップを促進する(横断的柱)

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する

5 レジリエンス
(回復力)

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、レジリエンス
(回復力)および福祉を改善する

6 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する

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社会的
イノベーションを促進するために、家族農家の多面性を強化する

資料：国連資料より作成。

表1．国連「家族農業の10年」の世界行動計画



自己紹介
出身: 神奈川県生まれ、高知県育ち

専門: 農学→農業経済学

国外研究
フランス国立農学研究所(モンペリエ、2007-2010年)
国連世界食料保障委員会・専門家ハイレベルパネル(2012-13年)
国連食糧農業機関(FAO)(ローマ、2018-2019年)

市民社会活動
家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン(2019年~)

(https://www.ffpj.org/)
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講演の内容

1．私たちが直面する危機

2．家族農業の課題と役割

3．持続可能な社会へ
―ゆり戻しと新たな運動—
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世界の有機給食を連載中！



1. 私たちが直面する危機：気候危機・生物多様性・食料危機

78.8億人のうち30億人が健康的な食事を摂れず、8億人は栄養不足
食料の3分の1は廃棄
世界の食料システムは人間由来の温室効果ガスの3分の1を排出
陸と海の生物多様性喪失の原因の7~8割が農林漁業
画一化される食文化・失われる伝統的農林漁業の知恵
貿易自由化の中で深刻化する食料安全保障・食料主権の危機

気候危機対策の強化
生物多様性保全
食料分配の公正化
貿易自由化の見直し
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1. 私たちが直面する危機：コロナ危機
コロナ危機で問い直される農と食のあり方

新型コロナウィルスのパンデミック(世界的流行)：2020年以降
感染者数：5億人超(世界)、890万人超(日本)、死者数：600万人超(世界)、3万人超(日本)

農と食への影響
(1)供給網の混乱：禁輸措置、外出制限、検査体制、農と食の関係者の感染等

⮕供給不足、価格高騰⮕飢餓・栄養不足の悪化
⮕加工原料の国産回帰、食料自給への意識の変化、食料配給の支援

(2)需要の喪失・低下：学校閉鎖・給食の減少、外食店等の時短営業・閉店、外国人旅行客の需要
の激減、所得低下による需要減⮕農家の所得減少・経営難(米価下落)

⮕応援消費、生産者と消費者をつなぐ仕組み(産消提携、産直、オンライン取引等)

(3)労働力不足：外国人労働者(技能実習生等)の入国制限等
⮕他業種からの応援、テレワークによる田園回帰、副業・生業としての農業(半農半X)への注目

(4)人間と自然の関係性の問い直し⮕ワンヘルス(ひとつの健康)、過度な開発への疑問
13
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Source: SOFI (2021)

図1.栄養不足人口とその割合の推移



1. 私たちが直面する危機：ウクライナ危機
ウクライナ危機で問い直される農と食のあり方

ロシアによるウクライナ侵攻：2022年2月24日から

農と食への影響
供給網の混乱：戦争・経済制裁等⮕食料(穀物、飼料、植物油等)・肥料原料・化石燃料等の高騰

⮕飢餓・栄養不足の悪化⮕世界食料危機(2022-23年)：国連が警鐘(特にアフリカ・中東)
⮕日本：20年ぶりの円安、30年上がらない実質賃金⮕「生活に影響あり」83%(22年3月)
⮕政府：食料安全保障検討委員会発足(2022年2月)⮕輸入元の多元化、化学肥料の使用削減等
⮕農家：飼料、肥料、燃料価格の高騰、農産物(特に米)の価格低下⮕価格転嫁難しく経営難
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食料品の値上
1万品目超
(22年6月)
数%~数倍

便乗値上げ、投機マ
ネーの存在も

肥料価格の高騰
尿素＋94%

塩化カリ＋80%
高度化肥＋55%

(全農：22年6－10月
の販売価格)

生産資材の高騰
(農水省、22年4月

15年＝100)
配合飼料：125.8

重油：136.8

価格転嫁
できない：96.1%

(日本農業法人協会ア
ンケート、22年6月)
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図2.世界の食料価格の推移

Source: FAO (2022)

実質
名目



図3.日本の農産物輸入額と食料自給率の推移
兆円
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資料：農林水産省「輸入累年実績」および「日本の食料自給率」より作成。
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図4.日本の品目別食料自給率
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資料：農林水産省(2019)「食料自給率の推移」より作成。
注：肉類、牛乳・乳製品・鶏卵は飼料自給率を反映している。

肥料の自給率
化石燃料の自給率

種苗・素畜の自給率
も向上する必要がある



図5.各国の食料自給率
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1. 私たちが直面する危機
多重の危機が問うもの

人為的原因による危機：気候危機、コロナ危機、ウクライナ危機⮕食料危機加速
(いつでも安い食料を輸入できるという前提の崩壊)

危機打開の方向性：工業的食料システムとそれに依存した社会からの転換

(1)輸入依存からの脱却：食料、資材(飼料、肥料、燃料、種苗・素畜)の自給、
国内農業の支持政策の拡充、資本からの自律

(2)地域資源の活用：輸入小麦⮕国産米、牧草、飼料用作物、有機質堆肥・緑肥、
種苗・素畜、再生可能エネルギー等の生産・利用を促進
(アグロエコロジーへの転換)

(3)新自由主義からの脱却：経済的利益を最優先する現行の食料の自由貿易体制を
段階的に廃止⮕連帯と助け合いにもとづく新しい食料の国際供給体制に移行
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図6. 20世紀の農業の変化
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図7.日本の生産農業所得の推移
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資料：農林水産省「生産農業所得統計」累年統計より作成。



2．家族農業の課題と役割
多重危機の中の家族農業：直面する課題
気候危機：農業への打撃(種採りの困難化、高温障害、災害、病害虫の増加等)
コロナ危機：感染、行動制限、出荷停止、需要の喪失・減少、所得減少、

労働力不足等
ウクライナ危機：食料、資材(飼料、肥料、燃料等)の高騰、価格転嫁の難しさ

新たな追い風：食料自給・農林漁業の重要性に気付く人の増加

家族農業のしなやかな強さ(レジリエンス)
多様な収入源：兼業所得・半農半Xによるリスク分散
地域資源の活用：輸入食料・資材からの相対的自律性
高い資源エネルギー効率性
小規模だからこそ小回りがきく：生産品目、販売方法等の柔軟な転換

家族農業の役割：持続可能な農と食(アグロエコロジー)への転換をリード
23
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人力農業

人力＋緑の革命技術

家畜動力＋緑の革命技術

農業機械＋緑の革命技術

34.6%
4.5億戸

2.3%
3,000万戸

31.5%
4.1億戸

31.5%
4.1億戸

資料：Bosc (2019) : Mazoyer (2001)より作成。

図8. 世界の農業類型



図9. 農業の4つの生産性

25資料：関根(2022)より転載。



図10．小規模農業の資源エネルギー生産性
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3．持続可能な社会へ―ゆり戻しと新たな運動—
多重危機によるゆり戻し
国連食料システムサミット(2021年9月)

気候危機・コロナ危機から「よりよく回復する」(build back better)
解決策：精密農業、データ収集、遺伝子工学(ゲノム編集技術等)

（食料主権、アグロエコロジー、市民社会の役割等への言及なし)
詳しくは：FFPJ第7回オンライン講座(https://www.ffpj.org/blog/20211112)

欧州連合(EU)の食料安全保障重視へのシフト(2022年3月)
気候危機対策、社会的保護政策、環境保全政策の後退：グリーンディール、F2F戦略見直し
農薬規制の延期、耕地の4%を生態系のために供与を廃止等

ロビー団体(各国・EU)：コパコジェカ、FNSEA、コルディレッティ、PFF等の働きかけ
ウクライナ危機を口実に輸出指向型の工業的食料システムの維持を主張：「食料主権のために」

有機農業への攻撃：低生産性、高コスト、低収益、小さな需要、行政の負担等
よりゆるやかな環境保全型農業の認証の台頭、消費者の混乱
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3．持続可能な社会へ―ゆり戻しと新たな運動—
多重危機によるゆり戻し
日本の行方
度重なる首相の交代・政策変更
第5期食料・農業・農村基本計画(2020年3月閣議決定)：中小家族経営、半農半Xを支援
現首相：「食料安全保障」「脱新自由主義」「新しい資本主義」「グリーン」「デジタル」等
みどりの食料システム戦略(2021年5月策定)⮕法制化(2022年4月可決、6月公布)

有機農業の推進(50年：25%)、ゲノム編集・RNA農薬も推進
貿易の一層の自由化、農地の集約・集積、大型機械(無人走行トラクター等)の促進

新たな運動の形成へ
「食料主権」「アグロエコロジー」等の盗用を見抜く
有機農業(アグロエコロジー)、小規模・家族農業への攻撃に備える
「食料安全保障」「経済安全保障」が戦争への足音にならないよう注意
平和と公正な社会を求める運動を一層力強く形成
工業的食料システムから脱却する実践の継続・拡大：小規模・家族農業が地元で

作った有機農産物を公共調達で支援、農業を続けられるよう公的支援
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ご清聴ありがとうございました

論文等の情報

https://researchmap.jp/read015
4849


